
☆詳しくはOSシネマズホームページ、SNSをご覧ください！ 
  OSシネマズ ホームページ 
  Jolliosnet（ジョリオスネット） 
   https://www.jollios.net/ 

            公式Twitter 
       @OS_Cinemas 

 

期間：2月16日(金)～2月24日(土)＜9日間＞   場所：OSシネマズ神戸ハーバーランド スクリーン10 
 

 2018年2月16日、「ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド」に新スクリーン「スクリーン10」がオープンします！ 
「スクリーン10」のお披露目 兼 オープニングイベントとして珠玉の10本を上映いたします！ 
 まずは、アカデミー賞特集！3月4日（日本時間5日）に行われる第90回アカデミー賞のノミネート作「ダンケルク」
「ゲット・アウト」「ベイビー・ドライバー」、第89回アカデミー賞で監督賞他5部門を受賞した「ラ・ラ・ランド」を上映。 
 そして、OSシネマズ初となるマサラ上映！大盛り上がり間違いなしの鉄板3作「マッドマックス 怒りのデス・ロード」
「キングスマン」「ガールズ＆パンツァー 劇場版」をご用意いたしました。クラッカー・紙吹雪OK、絶叫OKでございま
す！そして最後は皆さんで大掃除！最後までお楽しみいただけますと幸いです。「マサラ上映が苦手…」という方も
ご安心ください！通常上映もございます！ 
 続いてアニメ特集！2月24日(土)公開「さよならの朝に約束の花をかざろう」を観る前に是非ご覧いただきたい、
「劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「心が叫びたがってるんだ。」をOSシネマズ初上映。復活上
映のお声を多数頂いておりました「ポッピンQ」も上映いたします。 

 また、映画館の今昔を楽しんでいただきたいというスタッフたっての願いから特別企画「活弁を楽しもう！」を同時
開催。活動写真弁士 大森くみこさん、ピアニスト 天宮遥さんをお迎えし、短編と長編の2パターンを上演！お子様も、
活弁初心者の方もお楽しみいただける内容となっております。 
 どうぞお楽しみに！ 

タイムスケジュール 

2月16日 金 
 9:30～  12:10～  14:50～  17:30～  20:30～ マサラ上映 

ゲット・アウト ダンケルク ポッピンQ 
あの日見た花の名前を 
僕達はまだ知らない。 

ガールズ＆パンツァー 

2月17日 土 
 9:30～  12:10～  14:50～  17:30～  20:30～ マサラ上映 

ゲット・アウト ダンケルク ポッピンQ 
あの日見た花の名前を 
僕達はまだ知らない。 キングスマン 

2月18日 日 
 9:30～  13:00～  15:30～  18:00～ 通常上映  20:30～ 

ベイビー・ドライバー 活弁① 短編 活弁② 長編 ガールズ＆パンツァー 心が叫びたがってるんだ。 

2月19日 月 
 10:00～  12:40～  15:20～ 通常上映  18:00～  20:30～ 

ゲット・アウト ダンケルク ガールズ＆パンツァー 心が叫びたがってるんだ。 
あの日見た花の名前を 
僕達はまだ知らない。 

2月20日 火 
 10:00～  12:40～  15:20～ 通常上映  18:00～  20:30～ 

ゲット・アウト ダンケルク キングスマン 心が叫びたがってるんだ。 
あの日見た花の名前を 
僕達はまだ知らない。 

2月21日 水 
 10:00～  12:40～  15:20～ 通常上映  18:00～  20:30～ 通常上映 

ベイビー・ドライバー ラ・ラ・ランド キングスマン ポッピンQ マッドマックス 

2月22日 木 
 10:00～  12:40～  15:20～ 通常上映  18:00～  20:30～ 通常上映 

ベイビー・ドライバー ラ・ラ・ランド マッドマックス ポッピンQ キングスマン 

2月23日 金 
 10:00～  12:40～  15:20～ 通常上映  18:00～  20:30～ 通常上映 

ベイビー・ドライバー ラ・ラ・ランド マッドマックス 心が叫びたがってるんだ。 ガールズ＆パンツァー 

2月24日 土 
 9:30～  13:00～  15:30～  19:00～ マサラ上映 

  

ラ・ラ・ランド 活弁② 長編 活弁① 短編 マッドマックス 

          公式Facebook 
      @OScinemas 



  上 映 作 品 

☆アカデミー賞特集☆ ☆マサラ上映＜通常上映アリ＞☆ ☆アニメ特集☆ 

ダンケルク 
【2017年/アメリカ】 

ゲット・アウト 
【2017年/アメリカ】 

マッドマックス 怒りのデス・ロード 
【2015年/アメリカ】    

キングスマン 
【2014年/イギリス】 

劇場版  

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 
【2013年/日本】 

  ※15歳以上の方はご覧いただけます ※15歳以上の方はご覧いただけます 

第90回アカデミー賞 作品賞他7部門ノミネート！ 第90回アカデミー賞 作品賞他3部門ノミネート！     

「ダークナイト」「インターステラー」のクリストファー・
ノーラン監督が、初めて実話をもとに描く戦争映画。
史上最大の救出作戦「ダイナモ作戦」が展開された、
第2次世界大戦のダンケルクの戦いを描く。 

「パラノーマル・アクティビティ」など人気ホラー作品
を手がけるジェイソン・ブラムが製作し、アメリカのお
笑いコンビ「キー＆ピール」のジョーダン・ピールが初
メガホンをとったホラー。 

荒廃した近未来を舞台に妻子を殺された男マックス
の復讐劇を描いた「マッドマックス」シリーズ第4作。
監督・脚本は過去3作同様にジョージ・ミラーが担当。 

「英国王のスピーチ」でアカデミー賞を受賞したコリ
ン・ファース主演、「キック・アス」のマシュー・ボーン
監督＆マーク・ミラー原作によるスパイアクション。 

2011年4～6月にフジテレビ系で放送された全11話の
オリジナルアニメーションの劇場版。 TVシリーズで描
かれなかった過去の出来事や、TVシリーズ最終話か
ら1年後の成長した仁太らの姿も描かれる。 

監督：クリストファー・ノーラン 監督：ジョーダン・ピール 監督：ジョージ・ミラー 監督：マシュー・ボーン 監督：長井龍雪   

出演：フィオン・ホワイトヘッド、トム・グリン＝カーニー 出演：ダニエル・カルーヤ、アリソン・ウィリアムズ 
出演：トム・ハーディ、シャーリーズ・セロン、 
    ニコラス・ホルト 

出演：コリン・ファース、マイケル・ケイン、 
    タロン・エガートン 

声の出演：入野自由、茅野愛衣、戸松遥 

配給：ワーナー・ブラザース映画 配給：東宝東和 配給：ワーナー・ブラザース映画 配給： KADOKAWA 配給：アニプレックス   
(C)2017 Warner Bros. All Rights Reserved. (C)2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved. (C)2017 Warner Bros. All Rights Reserved. (C)2015 Twentieth Century Fox Film Corporation (C)ANOHANA PROJECT 

            

ベイビー・ドライバー 
【2017年/アメリカ】 

ラ・ラ・ランド 
【2016年/アメリカ】 

ガールズ＆パンツァー 劇場版 
【2015年/日本】 

ポッピンQ 
【2016年/日本】 

心が叫びたがってるんだ。 
【2015年/日本】 

  

  

第90回アカデミー賞 編集賞他2部門ノミネート！ 第89回アカデミー賞 監督賞他5部門受賞！       

「ショーン・オブ・ザ・デッド」「ホット・ファズ 俺たち
スーパーポリスメン！」などで知られるエドガー・ライ
ト監督が、音楽にのりながら驚異の運転テクニックを
発揮する若きドライバーの活躍を描く。 

「セッション」で一躍注目を集めたデイミアン・チャゼ
ル監督が、ライアン・ゴズリング＆エマ・ストーン主演
で描いたミュージカル映画。売れない女優とジャズピ
アニストの恋を、往年の名作ミュージカル映画を彷
彿させるゴージャスでロマンチックな歌とダンスで描
く。 

戦車を用いた武芸「戦車道」が大和撫子のたしなみ
とされる世界を舞台に、戦車道に打ち込む女子高生
たちの成長や友情を描いた人気アニメ。戦車道の全
国大会を戦い抜いた、西住みほを中心とした県立大
洗女子学園のその後の物語が描かれる。 

老舗アニメプロダクションの東映アニメーションが創
立60周年を記念して手がけた、完全オリジナルの長
編劇場アニメ。それぞれに悩みを抱える5人の少女
がぶつかり合い、成長していく姿を、華やかなダンス
や音楽を交えて描く青春ストーリー。 

監督：長井龍雪×脚本：岡田磨里×キャラクターデザ
イン：田中将賀が再結集したオリジナル劇場用アニ
メーション。「あの花」同様の埼玉県秩父市を舞台とし
た青春群像劇で、少年少女の心の傷や葛藤、切なさ
を描く。 

監督：エドガー・ライト 監督：デイミアン・チャゼル 監督：水島努 監督：宮原直樹 監督：長井龍雪 

出演：アンセル・エルゴート、リリー・ジェームズ、 出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン 声の出演：渕上舞、茅野愛衣、尾崎真実 声の出演：瀬戸麻沙美、井澤詩織、種崎敦美 声の出演：水瀬いのり、内山昂輝、雨宮天 

    ケビン・スペイシー、ジェイミー・フォックス 配給：ギャガ、ポニーキャニオン 配給： ショウゲート 配給：東映 配給：アニプレックス 

配給：ソニー・ピクチャーズエンタテインメント EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 
Photo courtesy of Lionsgate. (C)2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights 

Reserved. 
(C)GIRLS und PANZER Film Projekt                       (C)東映アニメーション／「ポッピンQ」Partners 2016  (C)KOKOSAKE PROJECT 

R15+ R15+ 

   特別企画：活弁を楽しもう！ 

☆活弁（かつべん）ってなぁに？ 【映像協力】神戸映画資料館喜劇映画研究会 

  昔、まだ映画フィルムに音のついていなかった頃、日本の映画館では「サイレント映画×弁士による語り×生演奏」という上映スタイルで映画を楽しんでいました。 

  また当時は、映画＝活動写真と呼ばれ、活動写真×弁士つき上映の事を活弁と呼んでいたのです。 
  古いけど、モダンで愉快斬新！ 温故知新エンターテイメント・活弁ワールドへようこそ！ 

＼お子様も、活弁初心者の方もお楽しみいただける2パターンをご用意いたしました！/ 

1.短編を楽しもう！（90分）           

 
 ①「月世界旅行」（フランス/1902年/14分/洋画/監督：ジョルジュ・メリエス） 
   世界初のSF映画!? いつか宇宙に行ってみたいという思いは今も昔も変わりません。映画史を語る上でかかせないジョルジュ・メリエスの不朽の名作。 
 
 ②「茶目子の一日」（日本/1931年/6分/レコードトーキー・漫画映画） 
   大正時代の小学生・茶目子さんの一日を歌ってご紹介。 
 
 ③「國士無双」（日本/1932年/22分/時代劇/監督：伊丹万作） 
   主演は我らが片岡千恵蔵、ヒロインはうら若き山田五十鈴 
   本物とは何？ニセモノとは何？当代随一の剣豪・伊勢伊勢守の名前をめぐって繰り広げられるユーモアと風刺あふれるナンセンス時代劇コメディ 
 
 ④「キートンのマイホーム・文化生活一週間」（アメリカ/1920年/19分/洋画コメディ） 
   世界三大喜劇王バスター・キートン主演 
   新婚ホヤホヤのキートン君とシーリー嬢の新居はなんと組み立て式!? 
   しかし、出来上がった新居は･･･どんな時も無表情・ストーンフェイスのキートン君に、見ているこちらは大笑い！ 
     身体能力の高さにもご注目！ 
 

  

2.長編を楽しもう！（90分）           

 
 ①「お猿の大漁」（仮）（日本/1933年/10分/漫画映画/作画：村田安司） 
   湖で魚釣りを楽しむお猿とタヌキ。かかったナマズを追いかけて水中に潜ると…ナマズの親分VSお猿とタヌキの戦いをコミカルに描いた作品。 
 
 ②「ロイドの福の神」（アメリカ/1926年/49分/洋画コメディ） 
   ロイド眼鏡でおなじみ、世界三大喜劇王ハロルド・ロイド主演 
   大金持ちの青年実業家が教会の娘に恋をした…!?洗練されたギャグの猛攻にハラハラドキドキのカーアクション。まさにロイド喜劇の完成形！ 
 

  

【ピアノ・天宮遥】 
音楽家、神戸生まれ。 
4歳から音楽をはじめ、たのしくも厳しい音楽教育を受けて現在に至る。 

シンガーソングライター、ピアニスト、作曲家としてジャンルを超えた音楽活動を展開中。
2016年から、時を越えた映像の魅力に夢中になりサイレント映画の伴奏をはじめる。
映画が生まれた街、神戸のピアニスト。 

大森くみこ 

【料 金】 短編・長編いずれも 大学生以上 2,000円、高校生以下 1,000円   
【チケット販売】 上映日の3日前 午前0時よりインターネットにて販売 
          （残席がある場合、上映日3日前の劇場開場時より窓口にて販売） 

【活動写真弁士・大森くみこ】 
関西を活動拠点に、無声映画上映会・寄席・国内外の映画祭等に出演。 

ある日初めて活弁を知り「こんな素晴らしい世界があったのか」と衝撃をうけ、
活弁の世界へ。おじさんから可憐な少女まで幅広いキャラクターづくりが持ち味。
TV・ラジオパーソナリティー・ナレーターとしても活躍。 
 
☆ブログ「ご飯大森くみこです！！」http://yaplog.jp/tamago114/ 

 
 

【料 金】 全作品1,000円均一   
【チケット販売】 上映日の3日前 午前0時よりインターネットにて販売（残席がある場合、上映日3日前の劇場開場時 

          より窓口にて販売） 


