
角川おすすめラインナップ！！！

流れ星が消えないうちに

DABR-4998■学生・大人・シニア向け

出演:波瑠,入江甚儀, 葉山奨之, 黒島結菜,

小市慢太郎
【ストーリー】悲しみは、きっといつか勇気に変わる。
本山奈緒子(波瑠)は、かつての恋人・加地径一郎(葉山
奨之)の事故死の影響から、玄関でしか眠れなくなってし
まった。流れる時間の中、いまでは新しく付き合っている
恋人・川嶋巧(入江甚儀)との日常が、
奈緒子にはあった。加地の親友であった
巧と奈緒子にとって、この現実は加地に
対する裏切りだと感じ、自分を責めてい
た。二人の時計の針は止まったまま…

の・ようなもののようなもの

DABR-4999 ■学生・大人・シニア向け

出演:松山ケンイチ,北川景子,伊藤克信でんでん, 尾
藤イサオ

95分 / 角川

人生迷ったら、楽しい方へ。
何者にもなりきれないものたちの、笑いと涙にあふれた物
語。★〈人間はみんな面白い〉という森田監督が映画人生
を通じて描き続けてきたコンセプトを踏襲した、全く新しいエ
ンタテインメント映画!

監督は『の・ようなもの』以降、森田作品
を助監督として支え続けた杉山泰一。
脚本は、森田作品の助監督を経て、
14年に『ショートホープ』で監督デューを
飾った堀口正樹。

DABR-4212■学生・大人・シニア向け

キツツキと雨
出演:役所広司,小栗旬, 高良健吾, 臼田あさ美,

山崎努

129分 / 角川

【ストーリー】出会うはずのない二人が出会ったら・・・新しい今
日が、森の中から始まった。木こりの克彦が暮らす長閑で小さ
な山村。そこへ突然やってきたゾンビ映画の撮影隊に、住人た
ちは戸惑い気味。偶然出会った木こり60歳と新人監督25歳。初
めは距離を置いていたふたりが、克彦は撮
影を通して映画の面白さに気づき、幸一は
克彦と接することで本来の自分らしさを取り
戻していく。クスリとわらってちょっぴり泣けて、
気づいたら元気が出てる`ほんわか'ムービー!

（1）DABR-4493 / （2）DABR-4953

■学生・大人向け

図書館戦争（1）・THE LAST MISSION（2）

出演:岡田准一,榮倉奈々, 田中圭, 福士蒼汰,

栗山千明松坂桃李 （1）130分 / （2）120分 / 角川

累計400万部突破のベストセラー、待望の実写化!

【ストーリー】本格アクション×ラブコメの王道エンターテイ

ンメント!！ 正化31年。あらゆるメディアを取り締ま
る「メディア良化法」が施行され30年が過ぎた日本
で、読書の自由を守るため生まれた
図書館の自衛組織・図書隊の隊員
たちの奮闘を描く。

桜ノ雨

DABR-5014 ■学生・大人向け

出演：出演:山本舞香, 浅香航大, 田畑智子

97分 / 角川

ある日、鬼顧問・芽依子先生の退職が決まり、合唱コン
クールで金賞を目指すことに。ハルが作った合唱曲「桜ノ
雨」を歌いたいと思っていた部員たちは、芽依子が用意
した高度な曲のハードな練習を前にバラバラになって
いってしまう…。練習を積み重ね、何とか形にはなった歌
唱曲だが、部員たちが自信を持って歌える仕上がりには
程遠い状態のままコンクールの日が迫る
。しかし、未来のひたむきな想いが、少し
ずつ部員たちの心を動かし、ついに合唱
部に大きな決断の時がやって来る。。。
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本
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出演:比嘉愛未, ミムラ, 佐々木希,鈴木保奈美,桐山漣

【ストーリー】富山県黒部市に住む小学校教師の次女・岸
本藍、東京で暮らす専業主婦の長女・宮沢紫、金沢で老
舗料亭の若女将業に勤しむ三女・岸本茜。祖母の葬儀で

久しぶりに会った三姉妹は、遺書を開き、驚きの事実を
知る。葬儀の翌日、金沢から母がいる富山の介護
施設へ向かう三姉妹。そこには長年の

」飲酒が原因のアルコール性認知症を
患い、娘たちを思い出せずにいる母の
姿があった。

DABR-5183 ■学生・大人・シニア向け

カノン 123分/  角川

出演:中井貴一,柳葉敏郎,木村多江,佐藤二朗,木南晴
夏監督:陣内孝則

【あらすじ】

一種風変わりな登場人物たちは、どこか共感
できる悩みを抱いた普通の人々ばかり。

そんな悩める人々が惑う様子をコミカルに描
ききった、きっと人生が愛おしくな
る、笑って泣ける感動のヒューマ
ンコメディ! !

DABR-5190 ■大人・シニア向け

幸福のアリバイ~Picture~ 114分 /  角川

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:野村周平,黒島結菜,平裕奈,玉城ティナ,加賀まりこ
監督:深川栄洋

【あらすじ】
特殊な能力を持つ人々が約半数を示る<咲良田>。能力
者が集う閉ざされた街・咲良田を舞台に、忘れることがで
きない「記憶保持」の力を持つ少年と「リセット」-世界を最
大3日間巻き戻すことができる少女が“
悲しみ"を消すために、過去をやり直し
現実(いま)を生きる青春ミステリー。

DABR-5209 ■学生・大人向け

サクラダリセット前篇 103分 / 角川

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:松山ケンイチ,東出昌大,染谷将太,安田顕,

リリー・フランキー 監督:森義隆

【あらすじ】：
「このまま将棋を指し続けると死ぬ、手術し、療養すべ
し。」という医者の忠告を聞き入れず、聖は将棋を指し続
けると決意する。彼の命の期限は刻一刻と迫ってきてい
た… ★羽生善治を追い詰めた
棋士・村山聖。病と闘いながら全力で
駆け抜けた、わずか29年の生涯を描く
奇跡の実話。

DABR-5139 ■学生・大人・シニア向け

聖の青春 124分 / 角川

本
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出演:出演:橋本愛,宮﨑あおい,ユースケ・サンタマリア,

須賀健太,中村蒼
【あらすじ】：主人公の鈴木紀子は、ちょっと抜けているが憎
めない父親の宗一郎と弟の正男、優しくユーモアを忘れな
い母親の芳恵に囲まれ、ごく普通の家庭で幸せな日々を
過ごしていた。しかし、母親は、紀子が10歳の時に病気で
他界してしまう。いつも紀子を励ましてくれた母、このまま
ずっと隣にいてくれると当たり前のように
思っていたが・・・。若くして天国に旅立っ
た母が20歳まで娘に送り続けた、愛の
手紙。天国の母から届くカードには、
母の愛が生きていました。

DABR-5131■学生・ファミリー・大人向け

バースデーカード 123分 / 角川

本

チェック! ＜(_ _)＞

出演:有村架純,工藤阿須加,小林薫,光石研,吉行和子

【あらすじ】：写真家になる将来の夢と、恋人の慎吾との関
係に悩んでいた夏美は父の形見のバイクで思い出の森
へ向かう。そこで小さな商店を営んでいる、通称・地蔵さ
んとヤスばあさん親子に出会い、居候することに。
地蔵さんの友人、雲月の不遜な態度を腹立たしく思いな
がらも、あとを追ってやってきた慎吾も加
わり、“たけ屋"での穏やかな生活を楽し
んでいた。しかし、ある日、地蔵さんが別
れた家族との間に埋められない溝を抱え、
長い間苦しんでいることを知る。

DABR-5122 ■学生・大人・シニア向け

夏美のホタル 108分 / 角川

本
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リトル・マエストラ

DABR-4464 ■学生・大人・シニア向け

出演:有村架純,釈由美子, 蟹江敬三

108分 / 角川

【あらすじ】：漁獲量も落ち過疎化が進む港町。アマチュア
だけど数十年活動を続けているオーケストラがあった。
世界的指揮者オルフェンシュタインの日本人弟子だったと
いう老指揮者・吉川のもと、コンクールを目指し、日々練習
に励む町の人々からなるメンバーたち。ところが吉川が急
死、急遽代理の指揮者を探さなければ
ならなくなる。白羽の矢がたったのは、
吉川の孫娘・女子高生の美咲だった…!

マエストラ出現! と町の人々は大喜び
だが、実は美咲には秘密があった。

本
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124分 / 角川

本

チェック! ＜(_ _)＞



【あらすじ】体脂肪計を作る会社の社員が太っていてどう
する! 」健康計測機器メーカー、タニタの社長の一言を
きっかけに、そのとんでもないプロジェクトが始まった。
ヒマン体形で気弱な二代目副社長と、体脂肪率40%以上
にして危機感ゼロの3人のお気楽社員
"ヒマン・スリー"に下された史上最悪の
業務命令。 それは、新商品発表会を
賭け、社運まで背負わされてしまった
ダイエット!

映画体脂肪計タニタの社員食堂

出演:優香,浜野謙太, 宮崎吐夢, 小林きな子,

草野イニ

100分 / 角川

DABR-4476 ■学生・大人・シニア向け

あの日、死ぬことを許されなかった2人の男
吉良邸討入り後、苦しみながら生き抜いた16年の歳月に
隠された感動の結末が明かされる！

穂浪士として名誉の死を果たせなかった
ふたりの男が、忠義を貫き私心を捨て、
自らに課された使命を全うするべく生き
抜いた過酷な人生を紐解く。

最後の忠臣蔵
出演:役所広司,佐藤浩市, 桜庭ななみ

DABR-4084 ■学生・大人・シニア向け

133分 / 角川

角川おすすめラインナップ！！！

ダイブ!!

DABR-0469 ■学生・大人向け

出演:林遣都,池松壮亮, 溝端淳平

わずか1.8秒の空中演技。
この一瞬にすべてを賭けた。
少年たちの長く熱い夏が始まる!

飛び込みに魅せられた平凡な中学生・知季と孤
高のエリートダイバー・要一、そして
津軽出身の飛沫が所属ダイビング
クラブの存続を賭けてオリンピック
出場を目指す。

115分 / 角川

ピンクとグレー

DABR-4996 ■学生・大人・シニア向け

出演:中島裕翔,菅田将暉, 夏帆, 岸井ゆきの,

宮崎美子 監督:行定勲 原作：加藤シゲアキ

119分 / 角川

【あらすじ】俳優・白木蓮吾が、突然、死んだ。第一発見
者は幼い頃からの親友・河田大貴。
蓮吾に何が起きたのか?動揺する大貴は6通の遺書を手
にする。遺書に導かれ蓮吾の短い人生を綴った伝記を
発表した大貴は、一躍時の人となり、憧
れていたスターの地位を手に入れる。
なぜ、蓮吾は死を選んだのか?蓮吾の影
を追い続ける大貴がたどり着いた“蓮吾
の死の真実"とは―。

DABR-0622 ■大人・シニア向け

誘拐ラプソディー

出演:高橋克典,林遼威, 船越英一郎, YOU, 哀川翔

111分 / 角川

逃げるんじゃない。賭けるんだ。/誘拐犯 VS ヤクザ VS 

警察--前代未聞の逃亡劇が今、始まる。

借金と前科しか持たない伊達秀吉は、人生の一発逆転を
賭けて家出少年・伝助を誘拐する。
しかし、伝助は大ヤクザ・篠宮組組長の
息子だった。

出演:薬師丸ひろ子, 松田優作, 秋川リサ

赤川次郎が薬師丸ひろ子のために書いたオリジナ
ルストーリーを映画化。1週間後にアメリカに旅立
つ女子大生・直美と彼女のボディガードを依頼され
た私立探偵・辻山が、ある殺人事
件の捜査に乗り出すのだが…。
果して犯人は?
そして直美と辻山は…。

探偵物語

DABR-0166 ■学生・大人・シニア向け

112分 / 角川

DABR-0580■ファミリー・大人・シニア向け

僕らのワンダフルデイズ
出演:竹中直人,宅麻伸,斉藤暁,稲垣潤一,段田安則

112分 / 角川

53歳の平凡なサラリーマン藤岡徹は入院先の病院で、
末期ガンで余命半年と偶然耳にする。落ち込む日々
の中、バンド活動に夢中だった高校時代を思い出し、
自分が家族に残せるものは音だと高校時代のバンド”
シーラカンズ”再結成を決意。家庭と仕事、それぞれ
に事情を抱えた50代のオトコたちが、
時にぶつかり合いながらも、熱い心を
取り戻していく。果たして新生”シーラ
カンズ”に、どんな人生の宝物が待
ち受けているのかー。

出演:林遣都, 山田健太, 鎗田晟裕

バッテリー

DABR-0390 ■ファミリー・学生向け

いまだからこそ、できることがある。

孤高の天才ピッチャーが人と人との絆に目覚め
ていく!投手としての天才的な能力を持ちながら、
野球部でも家庭でも孤立してしまう
少年が、野球を通じて家族や友人
との関係を築き上げていく姿を描く。

119分 / 角川

ATOM アトム

KEBR-10200

■ファミリー・大人・シニア向け

出演（声優）：上戸彩,役所広司, フレディ・ハイモア,

ニコラス・ケイジ,山寺宏一
★手塚治虫の生誕80周年を記念し、原作「鉄腕アト
ム」に忠実な設定とストーリーで映画化。空中都市・
メトロシティの天才科学者・テンマ博士は、事故で
失った息子の身代わりに最新型ロボットを作る。ア
トム、再臨せよ。すべては【彼】から
始まったーーいま甦る、ロボット・ア
ニメーションの原点にして聖典。

94分 / 角川ももへの手紙

DABR-4294■ファミリー・学生・大人向け

【あらすじ】瀬戸内の島を舞台に、ももは不思議な妖怪た
ち・見守り組と出会い、父が残した手紙と母の想いをきっか
けとして“大切な想いを伝える”奇跡を起こしていく。“ももへ
"とだけ書かれた手紙を遺し、お父さんは天国に旅立ってし
まった。「ほんとうはなんて書きたかったの?

」心ない言葉をぶつけ、仲直りしないまま、
母いく子と瀬戸内の島に移り住む。慣れな
い生活に戸惑うももだったが、不思議な妖
怪“見守り組"のイワ、カワ、マメと出会う。

120分 / 角川

◎キャスト◎(声優)

美山加恋,優香,坂口芳貞,谷郁子,小川剛生,荒川大三郎
藤井皓太,橋本佳月,チョー,:山寺宏一,西田敏行

北海道旭川市旭山動物園。園長の滝沢は、老朽化し年々
来場者が減り続ける動物園を立ち直らせるべく、日々奔走
していた。そんな中、小さい頃からいじめられっ子で、人間
よりも昆虫が好きな青年・吉田が、新人
飼育係としてやって来る。情熱あふれる
園長、ベテラン飼育係らとともに、少しで
も動物園を盛り立てようと努力を続ける
が、とうとう廃園の危機が迫る・・・。

旭山動物園物語ペンギンが空をとぶ

出演:西田敏行,中村靖日, 前田愛, 堀内敬子,

長門裕之

112分 / 角川

DABR-0525■ファミリー・大人・シニア向け
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妖怪大戦争

DABR-0292 ■学生・大人・シニア向け

出演:神木隆之介,宮迫博之, 高橋真唯, 岡村隆史,

栗山千明, 南果歩,成海璃子, 佐野史郎
監督:三池崇史

124分 / 角川

10歳の少年タダシが、夏休みに故郷で体験する冒険をつ
づったファンタジーであり、画面を埋め尽くす妖怪たちとの
戦いを最新のVFX技術で描いた特撮
バトル・ムービー。最大の見どころは、
やはり日本古来から伝わる妖怪の面々。
いずれも凝ったメイクとコスチュームで大
いに笑わせ、怖がらせ楽しませてくれる。

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

本

チェック! ＜(_ _)＞

尾行ひとつ満足にできないのかしら、ドジな探偵さん。


