
2019.4.6 ～2019.6.7 

「初恋 お父さんチビがいなくなりました」「コレット」
「ビューティフル・ボーイ」「希望の灯り」「荒野にて」
「幸福なラザロ」「魂のゆくえ」『ブラック・クラウズマン」
「ホワイト･クロウ 伝説のダンサー」 シネマ・トーラス プログラム割引

1ヶ月 3,240円 （作成料・税込み）

ホームページに「バナー広告」
を載せてみませんか。

(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)
(sat)

(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)
(fri)予定
(fri)
(fri)予定
(fri)予定

上映中
上映中
上映中
4/6
4/6
4/13
4/13
4/20
4/20
4/27
4/27
5/11
5/11
5/18
5/25
5/25
6月公開予定
6月上旬公開予定

4/5
4/19
4/19
4/19
4/26
4/26
4/26
5/3
5/10
5/10
5/10
5/24
5/24
5/31
5/31
6/7

＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞

あの日のオルガン
半世界
女王陛下のお気に入り
ともしび
ねことじいちゃん
家族のレシピ
ギルティ
ビール・ストリートの恋人たち
天才作家の妻 40年目の真実
ソローキンの見た桜 
まく子
マイ・ブックショップ
愛がなんだ
記者たち 衝撃と畏怖の真実
たちあがる女
バイス
グリーンブック
ヒトラーvsピカソ 奪われた名画のゆくえ

…………………………………
……………………………………………

……………………
…………………………………………

…………………………………
……………………………………

…………………………………………
……………………

………………………
……………………………

……………………………………………
………………………………

………………………………………
…………………………

……………………………………
……………………………………………

……………………………………
………………

http://cinema-taurus.info/
twitter:@cinemataurus

No.108

■小部屋あります。
 　ミニパーティー、お誕生会
　 などにご利用下さい。
 　おひとり様2,000円より。
　 (飲み物持ち込みOK)

ダンディライオン ■お店貸し切り致します。

シネマ･トーラス 〈アカデミー賞受賞作品特集2019〉

女王陛下のお気に入り
3/23(土)～4/19(金)

ビール・ストリートの恋人たち
4/20(土)～5/3(金)

 グリーンブック
6月公開予定！！

天才作家の妻 40年目の信実
ゴールデン・グローブ賞主演女優賞受賞



2019.3.23 ▶2019.5.10 2019.4.27▶2019.6.7

1週間限定上映

ギルティ
4/13(土)～4/26(金)  サンダンス映画祭観客賞受賞
2018 年　　デンマーク   1時間 28 分 
監督/グスタフ・モーラー
出演/ヤコブ・セーダーグレン　イェシカ・ディナウエ 
　映画は緊急指令室の男と電話の向こうの相手の声だけ。そのシン
プルな構成の中に電話の向こうの息遣い、女性の怯える声など音だ
けで場面を想像して臨場感あふれるドラマになっていく。

家族のレシピ
4/13(土)～4/26(金) 
2018 年　　シンガポール・日本・フランス 1時間 29 分 
監督/エリック・クー
出演/斎藤工　マーク・リー　伊原剛志　松田聖子
　ラーメン屋で一緒に働いていた父の突然の死で遺品から見つかったシン
ガポール人の母が書いた古いノート。幼い頃、シンガポールに住んでいた真
人(斎藤工)は、忘れかけていた過去を埋めるためにシンガポールへ旅立つ。

ビール・ストリートの恋人たち
4/20(土)～5/3(金)  本年度アカデミー賞助演女優賞受賞 
監督/バリー・ジェンキンス
出演/キキ・レイン　ステファン・ジェームス

2018 年　　アメリカ    1時間 59 分

　1970年ニューヨーク。幼い頃から共に育ち、強い絆で結ばれていた
若い2人ティッシュと恋人のファニーは幸せな日々を送っていた。ある日、
無実の罪で逮捕されてしまうファニーを救いだそうとする純愛物語。

あの日のオルガン 
3/23(土)～4/5(金)
2018 年　　日本 　1時間 59 分
監督 / 平松恵美子
出演 / 戸田恵梨香　大原櫻子
　第二次世界大戦末期の20代若手保母たちが、国の決定を待たず日本で初
めて園児を連れて集団で疎開し、東京大空襲の戦火を逃れた「疎開保育園」の
実話。子どものための命を守りぬくヒロインたちの奮闘を描いた真実の物語。

3/23(土)～4/19(金) 東京国際映画祭観客賞受賞 
半世界
2019 年　　日本 2 時間
監督/阪本順治 
出演/稲垣吾郎　長谷川博己　池脇千鶴　渋川清彦 
　山中の炭焼き釜で備長炭の職人として生計を立てている主人
公と同じ40歳を目前に人生の折り返し地点を迎えた男たちの 
葛藤と友情、そして希望を描いた物語。

シネマ･トーラス21周年記念作品

3/23(土)～4/19(金) 本年度アカデミー賞主演女優賞受賞
女王陛下のお気に入り
2018 年　アイルランド・イギリス・アメリカ　 2 時間
監督/ヨルゴス・ランティモス
出演/セシ・デンプシー　エド・ギニー 
　18世紀初頭のイングランド。女王アンの幼馴染のレディ・サラは病身
で気まぐれな女王を動かし絶大な権力を握っていた。そんな中で女王
の待女として仕えることになった2人の女性の入り乱れる愛憎を描く。

シネマ･トーラス21周年記念作品

天才作家の妻 40 年目の真実 
4/20(土)～5/10(金)  ゴールデングローブ賞主演女優賞受賞 
2017年　　スウェーデン・アメリカ・イギリス 　1時間 41分
監督 / ビョルン・ルンゲ
出演 /グレン・クローズ　ジョナサン・プライス
　偉大なる世界的な作家と、彼の創作を慎ましく支えてきた完璧な
妻。ノーベル文学賞受賞式を背景に人生の晩年に差しかかった夫婦
の危機を見つめた心理サスペンスの傑作。

愛がなんだ
5/11(土)～5/24(金) 予定
2019 年　　日本　2時間 3 分 
監督/今泉力哉 
出演/岸田ゆきの　成田凌
　平凡なOLテルコとマモちゃんとの究極な片想いを描いた物語。
全力疾走で一方通行の恋を駆け抜けるテルコが下した決断は、予想
もしない方向に走り始める。

ソローキンの見た桜
4/27(土)～5/10(金)
2019 年　　日本 　1時間 51分
監督 / 田中和彦
出演 / 阿部純子　ロデオン・ガルチェンコ　斎藤工　イッセー尾形
　日露戦争時の松山市のロシア兵捕虜収容所。傷ついたロシア兵の
看護にあたっていたゆいは、ロシア軍少尉ソローキンの手当てをする
うちに彼に惹かれる。

4/27(土)～5/10(金)
まく子
2019 年　　日本 1時間 48 分
監督/鶴岡慧子 
出演/山﨑光　新音　草彅剛　須藤理彩 
　大人になりたくない少年が大きな秘密をもつ不思議な少女に
恋をする。少女が小さな町にまく奇跡に世界は美しく輝きだす。
世代を超えて気づきをくれる。再生と感動の物語。

グリーンブック
6月公開予定  本年度アカデミー賞作品賞、脚本賞、編集賞3部門受賞 
2018 年　　アメリカ 　2 時間10 分
監督 / ピーター・ファレリー
出演 /ヴィゴ・モーテンセン　マハーシャラ・アリ
　ガサツで無教養なイタリア系用心棒が孤高の天才黒人ピアニストの運
転手にスカウトされる。何もかもが正反対で異なる世界に住む二人の壮大
なズレは笑いを誘う。笑って泣いて、観るたびに好きになる感動の実話。

ねことじいちゃん
4/6(土)～4/26(金)
2018 年　　日本  1時間 43 分 
監督 / 岩合光昭 
撮影 / 立川志の輔　柴咲コウ　田中裕子　小林薫
　とある小さな島に住む70歳の大吉は、2年前に妻に先立たれて以
来、飼い猫のタマと2人きりで暮らしている。島での人々の暮らしと猫
たちの表情や島の美しい風景がユーモアかつ繊細に描かれる。

マイ・ブックショップ
5/11(土)～5/24(金)
2017年　　イギリス・スペイン・ドイツ 1時間 52 分 
監督 /イザベル・コイシェ 
出演 / エミリー・モーティマー　ビル・ナイ
　1959年、イギリス東部の小さな町。書店がない町で読書の楽しみ
を広めたいという願いを胸に、周囲の反対にあいながらも書店を開
店した女性の物語。

バイス
5/25(土)～6/7(金)予定  本年度アカデミー賞メイクアップ賞受賞
2018 年　　アメリカ 2 時間12 分 
監督/アダム・マッケイ
出演/クリスチャン・ベール　エイミー・アダムス
　アメリカ合衆国の政治を陰で操り、イラク戦争へと導いたとされる副大統
領ディック・チェイニーの知られざる悪行を、エンターテイメント色満載で過激
に描いたセンセーショナルな怪作。今年のアカデミー賞で最もヤバい作品。

たちあがる女
5/25(土)～5/31(金)予定 
2018 年　　アイスランド・フランス・ウクライナ合作  　1時間 41分 
監督/ベネディクト・エルリングソン
出演/ハルドラ・ゲイルハルズドッティル　ヨハン・シグルズアルソン 
　アイスランドの田舎町に住むハットラは、セミプロ合唱団の講師と謎の環
境活動家“山女”として、密かにアルミニウム工場に対して孤独な闘いをして
いる。緊迫した地球環境の問題に、正義感とユーモアを交えて挑んだ傑作。

記者たち 衝撃と畏怖の真実
5/18(土)～5/31(金)
監督/ロブ・ライナー
出演/ウディ・ハレルソン　ジェームズ・マースデン

2017年　　アメリカ    1時間 31分

　2002年、ブッシュ大統領は「大量破壊兵器保持」を理由に、イラク
侵攻に踏み切ろうとしていた。「大量破壊兵器」は存在するのか。その
真相を追い続けた記者たちの揺るぎない信念の物語。

6月上旬公開予定
ヒトラー vs ピカソ 奪われた名画のゆくえ
2018 年　イタリア・フランス・ドイツ　 1時間 37分
監督/クラウディオ・ポリ
案内人/トニ・セルヴィッロ 
　ピカソ、ゴッホ、フェルメール、マティス、ムンフなどヒトラーによって奪わ
れた今なお行方不明の名画たち。ナチスに弾圧され奪われた美術品をそれ
に関わる人々の運命。究極の美と権力に秘められた名画のミステリー作品。

ともしび
4/6(土)～4/19(金)  ヴェネチア国際映画祭主演女優賞受賞
2017年　　フランス・イタリア・ベルギー　1時間 33 分 
監督/アンドレア・パラオロ 
出演/シャーロット・ランプリング　アンドレ・ウィルム
　夫と共に慎ましやかな生活を送っていたアンナは、夫が犯したある
罪によって穏やかな生活が根こそぎ奪い取られてしまう。彼女が絶望
の淵から生還し、ふたたび“生きなおす”決意を遂げる感動のドラマ。


