
( 日 )

Movie Program
O c t .

（2018年／日本／94分）

小さい映画館だからこそ可能な7.1.4ch。
360°優しく音に包まれる音響「フォレストサウンド」
をぜひご体感ください。

全作品、音声ガイド付き
（イヤホンを無料でお貸出ししております）
日本語字幕付き

（邦画も字幕付きで上映します）
劇場の後方に車椅子スペース設置

親子鑑賞室を完備

■ご鑑賞料金
■定休日：水曜日(企画上映等を除く)

■
 

　

〒114-0013  東京都北区東田端2-8-4

とある高校2年生のクラス。ある日唐突に
「LGBTについて」の授業が行われた。「うちの
クラスにLGBTの人がいるんじゃないか？」生
徒らの日常に広がる波紋･･･思春期ならでは
の心の葛藤が起こした行動とは･･･？

監督・脚本  :  中川駿     
出演 ： 今田美桜 永瀬千裕 笠松将 須藤誠 ほか

　　　カランコエの花　

　h i s 

同性愛者であることを隠して生きる青年の
前に、忘れられない初恋の彼が、突然子ども
を連れて現れた。恋愛映画の名手・今泉力
哉監督が描く。親権獲得の裁判を絡めて、常
識、偏見、本気の間を揺れながら、愛とは何
かを浮き彫りにした感動作。

監督 ： マシュー・ウォーカス
出演 ： ビル・ナイ イメルダ・スタウントン ドミニク・ウェスト

パレードへようこそ            （2014年製作／121分／イギリス）

1984年サッチャー政権下、不況に揺れるイ
ギリス。炭坑閉鎖案に抗議する労働者たち
を、ゲイとレズビアンたちが救う！カンヌか
ら始まった熱狂のパレードが、ヨーロッパか
らアメリカへ。世界各国で最高に愛されて
いる感動の実話に基づく物語。

監督：浅沼智也　

　I Am Here     (2020年製作／日本／60分
　　　／ドキュメンタリー）

今を生きる（性同一性障害・性別違和症候群・トラ
ンスジェンダー）当事者達にフォーカスをあて、日
常生活で直面する問題や性別が変更できる性同
一性障害特例法の高すぎる要件について描く。
就職、カミングアウト等、今の日本のトランスジェ
ンダーの現状を当事者にインタビューしていく。

監督・脚本 : ふくだももこ
出演 ： 松本穂香  笠松将  モトーラ世理奈

　お  い し い 家  族 

仕事も、結婚もうまくいかない・・・
都会暮らしに疲れたわたしを優しく迎えてく
れたのは＜母になった父だった＞！？
優しさと、ひとさじの愛が明日をもっとおいしくし
てくれる。人も気候も穏やかな島を舞台に、性別
も国籍も越えて、好きなものを好きと言える世界
を、おいしく、たのしく、カラフルに描きだす♪

（2012年製作／97分／アメリカ）
監督・脚本・製作 ： トラビス・ファイン
出演 ： アラン・カミング  ギャレット・ディラハント

　チョコレートドーナツ  

　彼の見つめる先に

10:30~
12:37

13:00~
13:39

16:17
14:10~

18:51
16:50~

   カランコエの花

18:37
16:30~パレードへようこそ

彼の見つめる先に

オズの魔法使

監督・脚本 ： 荻上直子

　          彼らが本気で編むときは、

優しさに満ちたトランスジェンダーの女
性リンコと彼女の心の美しさに惹かれ
た恋人のマキオ。愛を知らない孤独な
少女トモ。桜の季節に出会った３人が、
それぞれの幸せてを見つけるまでの心
温まる60日。生田斗真がトランスジェン
ダー役に挑んだ。　  

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社／若おかみは小学生！製作委員会

監督・製作・脚本 ： ダニエル・ヒベイロ
出演 ： レオナルドジュレルメ・ロボ

※水曜休 ※水曜休

10/17(土)～24(土) 19:00～

おいしい家族
チョコレートドーナツ

彼らが本気で編む時は、

企画・製作：映画「道草」製作委員会

(C)いでは堂

（2019年製作／95分／日本）

                       　　 （2014年製作／96分／PG12／ブラジル）

 10/1(木)～16(金)10:30～

 10/1(木)～16(金)

　　h i s

監督 ： 今泉力哉

出演 ： 生田斗真 桐谷健太 柿原りんか ミムラ ほか

（2016年製作／39分／日本）

（2017年製作／127分／日本）

(2020年製作／127分／日本)

《

10

 10/17(土)～31(土)

(C)2010 reclusive factory

出演 ： 宮沢氷魚  藤原季節  松本若菜  松本穂香

ただ、あなたを守りたかった

明日に向かって歌え！ 溢れる笑いと涙。
　　生涯心に刻まれるパレード！

シネマ・チュプキ・タバタ 劇場のご案内                  ： 03-6240-8480     ご予約
問い合わせ 》

J R田端駅北口出て右  
徒歩5分(業務スーパー隣）

●お席は当日先着順の自由席、各回入れ替え制です。
●JR 田端駅から劇場までの誘導、手話サポートや車椅
子スペースをご利用ご希望される場合は、ご鑑賞予
定日の３日前までにご連絡いただきますようお願い
いたします。

一 　般　 　シニア(60才以上)1,100円
　学生・22才以下 1,000円  中学生以下 500円

サポーター（一般 1,300円　シニア 1,000円）　

1,500円

-私たちはともに生きているー

19:10~
21:21 プロメア（前日譚つき）

10:30~
12:05

14:07
12:30~

プロメア（前日譚付き）
           （2019年製作／131分／日本）

炎を操る人種バーニッシュをめぐる衝撃の
真実。何が正しいのか、燃え上がるのは世界
か、魂かー。それぞれの信念を持った熱い
男達の戦いが今ここに！今石洋之監督と脚
本家の中島かずきがタッグを組んで送り出
す、完全オリジナル劇場用アニメーション！

「父さん、母さんになろうと思う」

（C）GAGA

同性愛に対して差別と偏見が強く根付い
ていた1970年代のアメリカでの実話をも
とに、育児放棄された子どもと家族のよう
に暮らすゲイカップルの愛情を描く。12月、
東山紀之が主役を演じる舞台化も話題に！

現在席数を減らし  各回１1 席 です 
 予約サイト・電話でのご予約をおススメ  

シネマ・チュプキ・タバタ
誰でも一緒に映画を楽しめる
ユニバーサルシアターです。

は、
◉  検温のご協力、消毒液のご利用、
　  マスクの着用をお願いします。

◉  咳や発熱など体調に不安がある
       際は、ご来館をお控え下さい。

お支払いは当日受付にて、
承ります。体調不良・ご用
事等来られなくなった場
合もキャンセルできます。

◉ 飲み物はOK！

新型コロナウイルス感染予防
ご協力のお願い

　　h i s

◉ とても小さな劇場です。ご来場の
　  際は、事前予約をオススメ！
　 

16:06
14:30~

20:00
19:00~ I Am Here

 10/1(木)～16(金)13:00～

 10/1(木)～16(金)16:50～

 10/1(木)～16(金)19:10～

10/17(土)～31(土) 16:30～
 10/1(木)～16(金) 14:10～

10/17(土)～31(土) 10:30～

10/17(土)～31(土) 12:30～

10/17(土)～31(土) 14:30～

(C)2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

(C)2018 中川組

もう自分にウソをつかないと決めたー

(C)2020 映画「his」製作委員会

(C)PATHE PRODUCTIONS LIMITED. BRITISH BROADCASTING CORPORATION
 AND THE BRITISH FILM INSTITUTE 2014. ALL RIGHTS RESERVED.

監督：今石洋之 　脚本：中島かずき
声の出演：松山ケンイチ、早乙女太一、堺雅人

音声ガイドはルチア役・新谷真弓さん！

(C)TRIGGER・中島かずき／XFLAG

感謝!!!感謝!!!感謝!!!

(C)2019「おいしい家族」製作委員会

(C)2012 FAMLEEFILM, LLC

全米絶賛！観客賞を総ナメにした、
実話から生まれた魂を震わす感動作!

10/17(土)
      ～24(土) 

私たちはすでにともに一緒に生きている

監督×ゲストトーク予定！

© 2020 I Am Here

東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭グランプリ受賞作品

盲目のレオは過保護な両親と、優しい祖
母、幼馴染のジョアンナに囲まれ、恋と留
学を夢見る高校生。ある日、クラスにやっ
てきた少年ガブリエルと親しくなりー　
揺れ動く思春期のみずみずしい感情。誰
もが経験する心情が爽やかな胸キュン
青春映画の傑作！

君との出会いが、世界を変えた

３人だからきっと見つかる。新しい1日

チュプキ初上映から１周年!!!!!チュプキ初上映から１周年!!!!!

予約サイトが便利 　


