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STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
◆スターチャンネル３  ⇒ Page.２１～ 
   

   海外ドラマ 海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』放送直前 全シリーズ一挙放送
   

   海外ドラマ 海外ドラマ『ハンニバル』独占放送
   

   海外ドラマ 海外ドラマ『ダウントン・アビー シーズン３』独占放送
   

   海外ドラマ 海外ドラマ『フォーリング スカイズ２』一挙放送
   

   ３Ｄ放送 『ロラックスおじさんの秘密の種』３Ｄ放送
   

   コーナー 最新吹替ヒット作
   

   コーナー ファミリーシアター
   

 

 

 

 

 

 

※放送予定を変更させていただく場合がございます。 
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STAR CHANNEL ３月のイチオシ 
２週連続 人気ＳＦシリーズ一挙放送 

映画ファンの夢―それはお気に入りのシリーズを誰にも邪魔されず連続で見ること。今月は、地球に侵入してきたエイリアンたちを監視するエージェントコンビの活躍を描いたメガヒットSF
アクション『メン・イン・ブラック』シリーズ、そして装いも新たに再始動し、３／１４に劇場公開される注目の最新作『ロボコップ』に合わせ旧『ロボコップ』シリーズを２週連続で一挙
放送！ この機会に是非お楽しみください！ 

『メン・イン・ブラック』シリーズ 
【STAR１】３/２２（土）一挙放送 ／ ３/２６（水）～ ３／２８（金） ３日連続放送 【STAR３】３/２３（日）一挙放送（全３作） 

 
『メン・イン・ブラック』（１９９７・米） 
[監督] バリー・ソネンフェルド 
[出演] トミー・リー・ジョーンズ／ウィル・スミス 
 

地球に侵入してきたエイリアンたちの監視を行う秘密組織ＭＩＢ（メ

ン・イン・ブラック）のエージェントコンビの活躍を描いたメガヒットＳ

Ｆアクション。トミー・リー・ジョンズとウィル・スミスの対照的なコンビ

が織りなす軽快な掛け合いと、彼らが身に纏う粋なファッションも

見どころのひとつ。また、特殊メイクの第一人者リック・ベイカーと 

ＩＬＭ（インダストリアル・ライト＆マジック）が手掛けたエイリアンたち

のユニークなビジュアルも見どころ。 

★アカデミー・メイクアップ賞受賞。 

 
『メン・イン・ブラック２』（２００２・米） 
[監督] バリー・ソネンフェルド 
[出演] トミー・リー・ジョーンズ／ウィル・スミス 
 

監督とメインキャストはもちろん製作総指揮のスピルバーグ、特殊

メイクのリック・ベイカーら前作のスタッフ陣が結集した人気シリー

ズの第２弾。本作では、エージェントコンビの黒スーツにサングラ

スという粋なファッションに加え、前作より主演二人の名コンビぶり

も然ることながら、犬型エイリアンのフランク・ザ・パグの活躍にも

注目！ 第１作では、知能が高い宇宙外交専門家としてパートタ

イムでＭＩＢに務めていたが、本作でエージェントＦとしてＪ（Ｗ・スミ

ス）の相棒に抜擢された。 © 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. © 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】 

『メン・イン・ブラック３』（２０１２・米＝アラブ首長国連邦）… 今度は過去へタイムスリップ！ 若き日の“Ｋ”を演じたジョシュ・ブローリンは、まさにジョーンズが若返ったかのような絶妙なキャスティング！ 

劇場新作『ロボコップ』公開記念 オリジナルシリーズ一挙放送 
【STAR１】３/１５（土）一挙放送 ／ ３/１９（水）～ ３/２１（祝・金） ３日連続放送（全３作） 

 
『ロボコップ』（１９８７・米） 
[監督] ポール・ヴァーホーヴェン 
[出演] ピーター・ウェラー／ナンシー・アレン 
 

近未来の犯罪都市を舞台に、サイボーグ警官“ロボコップ”が悪

を撃退！ ポール・ヴァーホーヴェン監督が放つＳＦアクションの

シリーズ第１弾。ＳＦヒーロー映画のひとつのスタイルを確立したと

言っても過言ではない本作。また、先鋭的なデザインとして多くの

クリエーターに影響を与えた衣裳が、劇場新作『ロボコップ』で

は、オリジナルを踏襲しつつ新たに黒塗りで“戦闘的”に。そんな

デザインにも注目したい！ 

★アカデミー特別業績賞（音響効果編集）受賞。 

 
『ロボコップ２』（１９９０・米） 
[監督] アーヴィン・カーシュナー 
[出演] ピーター・ウェラー／ナンシー・アレン 
 

サイボーグ警官“ロボコップ”の活躍を描くＳＦアクションのシリーズ

第２弾。ギャングのボスの身体を基に造られた“ロボコップ２号”の

暴れっぷりが痛快で、前作よりアクション要素を強めた娯楽作に

仕上がっている。また、ロボコップファンに根強い人気を誇るのが

オムニ社が開発した法務執行ドロイドのＥＤ－２０９。オリジナルシ

リーズではロボコップが苦戦を強いられるほど、強力なパワーを見

せるＥＤ－２０９は、劇場新作の『ロボコップ』でも登場！ そちらの

活躍にも注目したい！ 
© 1987 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved © 1990 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved 

【その他のラインナップ】 

『ロボコップ３』（１９９３・米）… 飛行機能などバージョンアップしたロボコップに、剛腕な日系企業や俊敏な動きの忍者アンドロイドといった敵キャラなど、新たな魅力が加味されたシリーズ第３弾。 
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STAR CHANNEL ３月のイチオシ 
1ヵ月まるごと！ 映画で知る英国の魅力 

同じ島国として日本と似た文化を持ち、日本人が関心を寄せる英国。そんな英国で生まれた映画には、「溢れる気品」「とがったカッコよさ」「現状を打破しようとするエネルギー」など、ハ
リウッドや他の国にはない独特の魅力があります。そして、その背景には英国特有の文化・歴史が大きな影響を及ぼしています。そんな英国映画特有の魅力を様々な文化・歴史（「新旧名作
編」「音楽編」「近現代史編」「ロンドン紀行編」「英国が生んだ芸能編」の５カテゴリー）から紐解くことで、英国映画、そして英国の魅力に迫る大特集。

 ３/３（月） ～ ３/３１（月） よる９：００～／ 平日午後１：００頃～ ２９日間連続放送 （２８作品 + 海外ドラマ１０話）  
 

  ≪音楽編≫ 
『トレインスポッティング』（１９９６・英） 
 

[監督] ダニー・ボイル 

[出演] ユアン・マクレガー／ユエン・ブレムナー 
 

のちに『スラムドッグ＄ミリオネア』でアカデミー監督賞を受賞、２０１３年

にはロンドン五輪の芸術監督をつとめ、いまやイギリスを代表する巨匠の

地位を確立したダニー・ボイル監督の代表作。ドラッグ中毒の若者のリ

アルな葛藤が、独特の色彩感覚とスピード感溢れるスタイリッシュな映

像と共に綴られ、そのすべてに類いまれなる演出力を感じさせてくれ

る。なかでもダニー・ボイルの代名詞である現代ポップミュージックをふ

んだんに活用したサウンドトラックが印象的で、イギー・ポップの「Ｌｕｓｔ  

ｆｏｒ Ｌｉｆｅ」やアンダーワールドの「Ｂｏｒｎ Ｓｌｉｐｐｙ[Ｎｕｘｘ]」など忘れ難い

ロックナンバーの数々が本編を彩る。 

 ≪新旧名作編≫ 
『赤い靴［ＨＤリマスター版］』（１９４８・英） 
 

[監督] エメリック・プレスバーガー／マイケル・パウエル 
[出演] モイラ・シアラー／アントン・ウォルブルック 
 

アンデルセン童話「赤い靴」をモチーフに、“踊る”ことから逃れられな

いバレリーナの哀しい運命を描いたドラマ。スコットランド出身のバレエ

ダンサー、モイラ・シアラーをヒロインに迎え、迫力のある本格的バレ

エシーンを生み出している。テクニカラーの美しい色彩を湛えた映像

が見どころで、ヒロインの履く靴をはじめ“赤”の鮮やかさが印象的。そ

の鮮やかな色彩に夜映像美は世界の映画作家へ影響を与え、今な

お語り継がれている。 

 

© Channel Four Television Corporation MCMXCV © Carlton Film Distributors 1948. Licensed by ITV Studios Global 
Entertainment Limited. All Rights Reserved.

≪近現代史編≫ ≪ロンドン紀行編≫ ≪英国が生んだ芸能編≫ 

『ユナイテッド 
―ミュンヘンの悲劇―』 『ルート・アイリッシュ』 『マッチポイント』 『フォロー・ミー』 『アイリス（２００１）』 

『レ・ミゼラブル  
２５周年記念コンサート』 

 

      

© World Productions (United) Limited MMX1 © Sixteen Films Ltd, Why Not Productions S.A.,  
Wild Bunch S.A., France 2 Cinema, Urania Pictures,  
Les Films du Fleuve, Tornasol Films S.A, Alta  
Produccion S.L.U.MMX 

© JADA PRODUCTIONS 2005 © 1972 Universal City Studios, Inc.  
All Rights Reserved. © MMI Fox Iris Productions Limited, Intermedia  

Film Equities Limited and BBC Films.  
All Rights Reserved. 

© 2010 Cameron Mackintosh Limited.  
All Rights Reserved.

【ＳＴＡＲ３】海外ドラマ『ダウントン・アビー シーズン３』一挙放送 【その他のラインナップ】 
＜新旧名作編＞『第三の男』『秘密と嘘』『モーリス』『シャロウ・グレイブ』『時計じかけのオレンジ』 
『炎のランナー』『００７ スカイフォール』『アルフィー（１９６６）』『いつか晴れた日に』 
『ミニミニ大作戦（１９６９）』『アラビアのロレンス』『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン！』 
＜音楽編＞『ロック、ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』『２４アワー・パーティ・ピープル』 
『ベルベット・ゴールドマイン』 
＜近現代史編＞『リフ・ラフ』『父の祈りを』『オレンジと太陽』『マイケル・コリンズ』 
＜ＵＫが生んだ芸能編＞『もうひとりのシェイクスピア』

   

© 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. 
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STAR CHANNEL ３月のイチオシ 
授賞式直前 アカデミー賞スペシャル 

いよいよ、全世界が注目する映画界最大のイベント、第８６回アカデミー賞授賞式が３/２（現地時間）に迫ってきました！ スターチャンネルではこの世紀の一大イベントに合わせ、過去の
栄えある受賞作全６８作品を、２/１から１ヵ月にわたり、放送してきました。さらに3月は、ＳＴＡＲ１で『リンカーン』『ジャンゴ 繋がれざる者』など昨年の受賞作６作品、ＳＴＡＲ２
では歴代の作品賞受賞作の中から、選りすぐりの１２作品を年代順に放送！ この超豪華ラインナップを絶対にお見逃しなく！     ※各放送作品の詳細は別紙一覧表をご覧ください。 

【STAR1】３/１（土）＆ ３/２（日）昨年度受賞作（全６作品） 
 

  『リンカーン』（２０１２・米） 
[監督] スティーヴン・スピルバーグ 
[出演] ダニエル・デイ＝ルイス／サリー・フィールド 
 

スティーヴン・スピルバーグ監督が構想・製作に１２年をかけ、第１６代

合衆国大統領エイブラハム・リンカーンによる奴隷解放宣言の背景を描

いた伝記ドラマ。ストイックな役作りで知られるダニエル・デイ＝ルイス

が、偉大なリーダーの知られざる素顔を熱演し、３度目のアカデミー主

演男優賞に輝いた。彼の重厚な演技は、まるでリンカーンが憑依したか

のよう！ 
 

★主演男優賞（ダニエル・デイ＝ルイス）、美術賞受賞！ 

 『ジャンゴ 繋がれざる者』（２０１２・米） 
[監督] クエンティン・タランティーノ 
[出演] ジェイミー・フォックス／クリストフ・ヴァルツ 
 

クエンティン・タランティーノがマカロニ・ウエスタンへの愛を炸裂させ、

オマージュ満載で描いた痛快バイオレンス西部劇。全米公開たった１

３日で1億ドルの興収を突破し、タランティーノ 大のヒット作となっ

た。究極のストーリーテリングに演技巧者たちが集結し、掴みどころの

ないドイツ人歯科医を演じたクリストフ・ヴァルツが、自身２度目となる

アカデミー助演男優賞を受賞。 
 

★助演男優賞（クリストフ・ヴァルツ）、脚本賞受賞！ 

 

© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation and DreamWorks II 
Distribution Co., LLC. All rights reserved. 

© 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.

『アルゴ』 
★作品賞など３部門受賞！ 

『レ・ミゼラブル（２０１２）』 
★助演女優賞（アン・ハサウェイ）など３部門受賞！ 

『ライフ・オブ・パイ／トラと漂流した２２７日』
★監督賞など４部門受賞！ 

『００７ スカイフォール』 
★歌曲賞など２部門受賞！ 

    

© Warner Bros. Entertainment Inc. © 2012 Universal Pictures. All Rights Reserved. © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
              All rights reserved.

SKYFALL © 2012 Danjaq, United Artists, CPII.  
007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq. 

【STAR2】３/１（土）＆ ３/２（日）歴代作品賞受賞作（全１２作品） 
『レインマン』 『ベン・ハー（１９５９）』 『羊たちの沈黙』 『我が家の楽園』 『プラトーン』 『アラビアのロレンス』 

 

© 1988 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS  
INC. All Rights Reserved 

© Warner Bros. Entertainment Inc. © 1991 ORION PICTURES CORPORATION.  
All Rights Reserved

© 1938, renewed 1966 Columbia Pictures  
Industries, Inc. All Rights Reserved. 

© 1986 ORION PICTURES CORPORATION. 
All Rights Reserved

© 1962, renewed 1990, © 1988 Columbia Pictures 
 Industries, Inc. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】『カサブランカ』『８０日間世界一周』『パットン大戦車軍団』『フレンチ・コネクション』『炎のランナー』『タイタニック（１９９７）』 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

土曜・日曜のよる９：００は、ＴＶ初登場作品を中心に最新ヒット作・話題作をお届けする「スターシアター９」でお楽しみ下さい。 

『リンカーン』（２０１２・米） 
[監督] スティーヴン・スピルバーグ 
[出演] ダニエル・デイ＝ルイス／サリー・フィールド 
 

スティーヴン・スピルバーグ監督が、米国で今も愛される第１６代大統領エイ

ブラハム・リンカーンの偉大な足跡を描く伝記ドラマ。     

★アカデミー主演男優賞（ダニエル・デイ＝ルイス）、美術賞受賞。 
 

【放送日】３/１（土）（字幕版） 

 『ジャンゴ 繋がれざる者』（２０１２・米） 

[監督] クエンティン・タランティーノ 
[出演] ジェイミー・フォックス／クリストフ・ヴァルツ 
 

クエンティン・タランティーノ監督によるアクション西部劇。元奴隷ジャンゴがド

イツ人賞金稼ぎと手を組み、壮絶な復讐に挑む！     

★アカデミー助演男優賞（クリストフ・ヴァルツ）、脚本賞受賞。 
 

【初回放送】３/２（日）（字幕版） 

 

 
© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation and DreamWorks II 
Distribution Co., LLC. All rights reserved.  

© 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. 

 

『G.I.ジョー バック２リベンジ』（２０１３・米） 
[監督] ジョン・Ｍ・チュー 
[出演] ブルース・ウィリス／ドウェイン・ジョンソン 
 

ブルース・ウィリス＆ドウェイン・ジョンソンが新たに参戦！ 正義の機密部隊の

活躍を描く、人気アクションのシリーズ第２弾。 

 
 

【初回放送】３/２２（土）（字幕版） 

 

『L.A.ギャング・ストーリー』（２０１３・米） 
[監督] ルーベン・フライシャー 
[出演] ジョシュ・ブローリン／ライアン・ゴズリング 
 

Ｌ.Ａ.を牛耳る 凶ギャングＶＳ．市警 強部隊！ １９４０年代、本当にあっ

た死闘を描く衝撃のクライム・アクション。 
 

【初回放送】３/１５（土）（字幕版） 

 

 

© 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 
HASBRO AND ITS LOGO, G.I. JOE AND ALL RELATED 
CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO AND USED WITH 
PERMISSION. ALL RIGHTS RESERVED. 

 

© Warner Bros. Entertainment Inc. 

 

『砂漠でサーモン・フィッシング』（２０１１・英） 
[監督] ラッセ・ハルストレム            
[出演] ユアン・マクレガー／エミリー・ブラント 
 

ユアン・マクレガー主演の人間ドラマ。“砂漠に鮭を泳がせ、釣りをする”という

国家計画に取り組む人々の夢と挫折と成長を描く。     
 

【初回放送】３/８（土）（字幕版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『PARKER／パーカー』（２０１３・米） 
[監督] テイラー・ハックフォード 
[出演] ジェイソン・ステイサム／ジェニファー・ロペス 
 

ジェイソン・ステイサム主演、人気小説が原作のアクション。凄腕の犯罪者

が、自分を裏切った仲間たちに復讐する。   
 

【初回放送】３/２９（土）（字幕版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © 2011 Yemen Distributions LTD. BBC and The British Film  
Institute All Rights Reserved.  © 2012 INCENTIVE FILM PRODUCTIONS, LLC.  

ALL RIGHTS RESERVED. 
  

『ボディ・ハント』（２０１２・米＝カナダ） 
[監督] マーク・トンデライ 
[出演] ジェニファー・ローレンス／マックス・テリオット 
 

アカデミー賞女優ジェニファー・ローレンス主演で放つサスペンス。惨劇のあ

った家の隣に越してきた女子高生が恐怖に見舞われるさまを描く。    
 

【初回放送】３/３０（日）（字幕版） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 HATES, LLC. All Rights Reserved. 

『野蛮なやつら／SAVAGES』（２０１2・米） 
[監督] オリヴァー・ストーン 
[出演] テイラー・キッチュ／アーロン・テイラー＝ジョンソン 
 

オリヴァー・ストーン監督のサスペンス。麻薬売買に絡む男たちが、麻薬組織

に拉致された愛しき女性の奪還に挑む。  
 

【初回放送】３/２３（日）（字幕版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved. 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

土曜・日曜のよる９：００は、ＴＶ初登場作品を中心に最新ヒット作・話題作をお届けする「スターシアター９」でお楽しみ下さい。 
 

『陰謀のスプレマシー』（２０１２・米＝ｶﾅﾀﾞ＝ﾍﾞﾙｷﾞｰ＝英） 
[監督] フィリップ・シュテルツル 
[出演] アーロン・エッカート／オルガ・キュリレンコ 
 

アーロン・エッカート主演のサスペンス・アクション。突然暗殺の標的となった

男が、真実を求めて娘とともに戦う姿を描く。 
 

【初回放送】３/９（日）（字幕版） 

 『クロッシング・デイ』（２００８・米） 
[監督] ブライアン・グッドマン 
[出演] マーク・ラファロ／イーサン・ホーク 
 

マーク・ラファロ＆イーサン・ホーク共演の犯罪ドラマ。監督の実体験を基に、

犯罪から足を洗おうとする男たちの葛藤を描く。 
 

【放送日】３/１６（日）（字幕版） 

 

 
© 2011 EXPATRIATE FILMS INC. AND ENTERTAINMENT  
MOTION PICTURES BELGIUM SPRL, 2011.  
ALL RIGHTS RESERVED. 

 
© 2008 RMC PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

 
毎週日曜日の午前１０：００は、「クラシックプレミアム」。

映画史に残る名作、秀作、話題作など、映画ファン必見作をバラエティ豊かにピックアップしてお届けします。

『誰が為に鐘は鳴る』（１９４３・米） 
  

[監督] サム・ウッド 
[出演] ゲイリー・クーパー／イングリッド・バーグマン 
 

スペイン内戦を背景に、米国人の元大学教師とスペインの少女の愛の行方

を描く。ノーベル賞作家アーネスト・ヘミングウェイが１９３０年代のスペイン内

戦で反ファシスト側に立って活動し、その体験をもとに書きあげた小説を映画

化した名作ラブロマンス。戦争映画のスペクタクルとロマンス映画の魅力が見

事に融合した作品で、戦火の下で激しい恋に落ちる元大学教師と少女を演

じたゲイリー・クーパーとイングリッド・バーグマンの名演も見逃せない。バーグ

マンが初めてのキスシーンで呟く台詞は、映画史に残る名台詞！  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1943 Paramount Pictures, Inc. Renewed 1970 by EMKA.  
All Rights Reserved. 

『ヒンデンブルグ』（１９７５・米）  
  

[監督] ロバート・ワイズ 

[出演] ジョージ・Ｃ・スコット／アン・バンクロフト 
 

１９３７年にアメリカ上空で発生した大型飛行船ヒンデンブルグ号の爆発事

故。未だ真相が不明とされるこの事件を、陰謀説に基づいてロバート・ワイズ

監督が映画化したパニックサスペンス。タイムリミットサスペンスの要素も併

せ、スリリングな作品に仕上がった本作。クライマックスでは、特撮と実際の記

録映像を組み合わせて事故の凄まじさを再現した映像が見事で、陰謀阻止

に奔走するジョージ・Ｃ・スコットを中心に、名優たちが繰り広げる人間模様も

味わい深い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1975 Universal Pictures. All Rights Reserved. 

★アカデミー助演女優賞（カティーナ・パクシノウ）受賞。 ★アカデミー特別業績賞（音響効果、視覚効果）受賞。  
【初回放送】３/２（日） 【初回放送】３/９（日）

 

『オクラホマ巨人』（１９７３・米） 
  

[監督] スタンリー・クレイマー 
[出演] ジョージ・Ｃ・スコット／フェイ・ダナウェイ 
 

オクラホマの油田を舞台に、石油採掘に命をかける３人の男女と大資本家の

争いを描くソフト未発売の貴重な名作ドラマ。『ニュールンベルグ裁判』のスタ

ンリー・クレイマー監督のもとジョージ・Ｃ・スコット、フェイ・ダナウェイら実力派

俳優陣が共演し、石油利権を狙う大資本家にわずか３人で挑むという闘いの

物語が展開する。手榴弾などを用いた激しい奪還劇が見どころで、ラストの

皮肉な展開も深い余韻を残す。『ティファニーで朝食を』のヘンリー・マンシー

ニによる音楽も印象的。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 1973, renewed 2001 Columbia Pictures Industries, Inc.  
All Rights Reserved. 

『グラン・プリ』（１９６６・米） 
  

[監督] ジョン・フランケンハイマー 
[出演] ジェームズ・ガーナー／イヴ・モンタン／三船敏郎 
 

ヨーロッパを転戦してしのぎを削るレーサーたちの群像をベースに、Ｆ－１グラ

ン・プリの世界をリアルに描いたカー・アクション。骨太なアクション映画で知ら

れるジョン・フランケンハイマー監督が、マシンにカメラを搭載するなど徹底し

たドキュメンタリータッチにこだわった本格カー・アクション・シーンは見もの。モ

ナコやイタリアなど欧州各地で本物のＦ－１グラン・プリを撮影し、栄冠を争う

男たちの姿を迫力満点に描く。ジェームズ・ガーナー、イヴ・モンタンら豪華国

際キャストのなか、三船敏郎が本田宗一郎をモデルにした役でハリウッド映画

出演を果たしたことも話題に。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Turner Entertainment Co. and Joel Productions, Inc. 

【初回放送】３/１６（日）  
 

★アカデミー編集賞、音響賞、音響効果賞受賞。   

 【初回放送】３/２３（日） 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

 
毎週日曜日の午前１０：００は、「クラシックプレミアム」。

映画史に残る名作、秀作、話題作など、映画ファン必見作をバラエティ豊かにピックアップしてお届けします。

『爆走！』（１９７２・英） 
  

[監督] マイケル・タクナー 
[出演] バリー・ニューマン／スージー・ケンドール 
 

冒険小説家アリステア・マクリーンの 高傑作と評される「恐怖の関門」を映

画化。メキシコ湾に沈んだ莫大な金貨と宝石を巡るアクション。『バニシング・

ポイント』のバリー・ニューマンが、“ある目的”を抱いた主人公を熱演。陸から

海底油田へと目まぐるしく舞台を変えながら、海底に沈んだお宝を巡るノンス

トップのアクションが展開する。時速２５０ｋｍのカー・チェイスなど、息詰まるス

リルに二転三転する盛りだくさんな展開は、『ナバロンの要塞』の原作者マクリ

ーンならでは。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【初回放送】３/３０（日）   
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STAR１ ３月のラインナップ 
  

“映画で輝きに溢れた人生を”をメッセージに、ファッション、旅、食、ライフスタイルなどのテーマでセレクトした映画をお届けするコーナー、BRILLIANT CINEMA。３月は“Travel in 
Paris”をテーマに、“花の都”と謳われるフランス・パリを舞台にした映画の数々を紹介。あなたもこれを見ればパリに行きたくなる！

【STAR1】（字幕版）毎週水曜日 よる９：００～ ／【STAR3】（吹替版）毎週土曜日 ひる１：００～ 

『ブロークン・イングリッシュ』（２００７・米＝仏＝日）
  

[監督] ゾーイ・カサヴェテス 

[出演] パーカー・ポージー／メルヴィル・プポー 

 

ニューヨークとパリを舞台に、恋を諦めかけた３０代女性のリアルな心情と思

いがけないロマンスの行方を描いたラブストーリー。本作では、１度はあきらめ

かけたフランス人男性を探し始めたヒロインが当てもなくパリ中を駆け回るだけ

あって、パリの名所がたくさん登場。タクシーからエッフェル塔を見上げるシー

ンに、コンコルド広場からナポレオン像が見えるシーンなど、数えればきりがな

い。本作のヒロインのように、 先端のアートと歴史が共存するパリ独特の雰

囲気を体験しながら、あなたらしい幸せ（ｈａｐｐｉｎｅｓｓ）を見つける街歩きをし

てみてはいかが？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 HDNET FILMS LLC 

『最強のふたり』（２０１１・仏） 
  

[監督] エリック・トレダノ／オリヴィエ・ナカシュ 

[出演] フランソワ・クリュゼ／オマール・シー 

 

実話を基に、全身麻痺の大富豪と彼を介護するスラム出身の黒人青年との

心の交流と、人生の再生を描いて大ヒットした感動作。本作で１番印象に残

るのが、主人公の２人が改造した車椅子で、チュイルリー庭園からオルセー

美術館へとまたがるソルフェリーノ橋を疾走するシーン。映画のように、早朝

人の少ない時間帯に訪れて、この爽快感を真似してみては？ また、この橋

は欄干に永遠の愛を誓うカップルが南京錠をかけることでも有名だとか。“

強”のふたりならぬ“ 愛”のふたりを目指して、カップルで訪れてみるのも楽

しいかもしれない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 SPLENDIDO / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION /  
TEN FILMS / CHAOCORP 

【放送日時】３/５（水）（STAR1）／ ※STAR3での本作の吹替版の放送はございません。 【放送日時】３/１２（水）（STAR1）／ ３/１５（土）（STAR３）

 

『マリー・アントワネット』（２００６・米＝仏＝日） 
  

[監督] ソフィア・コッポラ 

[出演] キルスティン・ダンスト／ジェイソン・シュワルツマン 

 

ソフィア・コッポラ監督が贈る歴史ドラマ。悲劇の王妃マリー・アントワネットの

絢爛豪華な生活と孤独な内面を、ポップなテイストで描き出す。実際にヴェ

ルサイユ宮殿で撮影された美しく流麗な映像が 大の見どころで、ガーリー

テイスト満載の衣裳と共に目を楽しませる。また、パリの老舗洋菓子店ラデュ

レが協賛した色とりどりのマカロンなど、女性が大好きな要素がたくさん詰まっ

た１本。お姫様気分を味わいに、パリを訪れるのも素敵かも。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2005 I Want Candy LLC. 

『レ・ミゼラブル』（２０１２・米＝英） 
  

[監督] トム・フーパー 

[出演] ヒュー・ジャックマン／ラッセル・クロウ／アン・ハサウェイ
 

大ヒットミュージカルを超一流スタッフ、キャストで映画化。１９世紀フランスを

舞台に、激動の時代を生きた人々の姿を描く。群衆たちの大迫力の歌声が

響き渡った市庁舎など、本作の舞台となった場所はパリ中心部に集中してい

るので、ショッピングなどの合間に歴史に触れることができる。さらに、原作者

ヴィクトル・ユゴーが暮らした住居跡地（現在はユゴー記念館）など、舞台にな

った地に実際立つことで、より深く作品が理解できるかもしれない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved. 

【放送日時】３/１９（水）（STAR1）／ ３/２２（土）（STAR３） 【放送日時】３/２６（水）（STAR1）／ ※STAR3での本作の吹替版の放送はございません。 

  

各作品に関する詳細やお得なプレゼント情報は、BRILLIANT CINEMA CLUB WEB ページでチェック！ http://brilliantcinema.com/ 
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STAR１ ３月のラインナップ 
 

 

 
「本邦初公開作品」を含む、スターチャンネルだからこそ放送できる貴重な作品をお送りする人気コーナー「オススメ！掘り出シネマ」。有名スター出演作品、 
映画賞受賞作品など、スターチャンネルが自信を持ってお届けする、まだあなたの知らない傑作＆話題作を、お届け！ どうぞご期待ください！
 

 『ウィル ～夢をかなえる旅～』（２０１１・英） 

[監督] エレン・ペリー                       

[出演] ダミアン・ルイス／ボブ・ホスキンス／ペリー・エグルトン
 

天涯孤独になってしまった１１歳のウィルが、大ファンであるサッカーチー

ム、リヴァプールＦＣが出場するチャンピオンズリーグ決勝戦を見るために、

英国南部の寄宿学校を飛び出しイスタンブールを目指す、感動のドラマ。

【掘り出しポイント！】  
１１歳にして独りぼっちになってしまったウィルが父との約束を果たすため勇

気を振り絞って異国を駆けまわる姿に胸を打たれる。リヴァプールＦＣに関

しては大人顔負けの知識を持つ彼が父を想って突如泣き出すシーンは涙

なくして見られません。“世界一のリヴァプール・ファン”として一躍有名にな

ったウィルに助けの手を差し伸べる周りの大人たちも夢とウィットがあり、見

終わった時に心がとても温かいもので満たされます。海外ドラマ『ＨＯＭＥＬ

ＡＮＤ』で人気急上昇のダミアン・ルイスが父親役で登場。彼の光る存在感

も見もの！ 

【初回放送】３/３（月） 

 
 

『ダーク・ウォーター～奪われた水の真実～』  
[監督] ダミアン・リー           （２０１２・カナダ） 
[出演] アンディ・ガルシア／フォレスト・ウィテカー 
 

元ＣＩＡ諜報員でラジオの政治トークショーのホストをしているジャック（アン

ディ・ガルシア）のもとに、南米で起きた大量虐殺に関与しているという企業

関係者から想像を絶する内部告発が…。アンディ・ガルシア主演の社会

派サスペンス・アクション。 

【掘り出しポイント！】  

貧しい村で起きた大量虐殺は、エクアドルの軍をも巻き込んだある大企業

のおぞましい環境侵略の隠蔽工作によるものだった！ ＣＩＡ時代の過去に

後悔の念を抱き続ける、影のある硬派なラジオパーソナリティーをアンデ

ィ・ガルシアが渋く演じ、フォレスト・ウィテカーが環境汚染から村と家族を

守るためその企業の実態を暴き命を狙われる社会活動家役を熱演。劇

場未公開とは思えない豪華キャストの共演で贈る、見ごたえある大人向け

のサスペンス・アクション、どうぞお見逃しなく。 

【初回放送】３/１１（火） 

 

 

 © 2011 Strangelove Films Ltd. and Madouc Holdings, Inc.  
All Rights Reserved. 

© 2012 1990 Truth Films Inc. All Rights Reserved. 

  

 

 
録画に便利なコーナー「ミッドナイトシアター」。スターチャンネル１の毎日よる９時に放送している作品を同日の深夜に再放送。スターチャンネル オススメのゴ
ールデンタイム作品を見逃した方、録画できなかった方は「ミッドナイトシアター」で録画してお楽しみください！                           ※海外ドラマは除く 

『G.I.ジョー バック２リベンジ』 『リンカーン』 『ジャンゴ 繋がれざる者』 『L.A.ギャング・ストーリー』 『砂漠でサーモン・フィッシング』 『PARKER／パーカー』 

      

© 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS  
RESERVED. HASBRO AND ITS LOGO, G.I. JOE  
AND ALL RELATED CHARACTERS ARE  
TRADEMARKS OF HASBRO AND USED WITH  
PERMISSION. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation and  
DreamWorks II Distribution Co., LLC.  
All rights reserved. 

© 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.
 

© Warner Bros. Entertainment Inc. © 2011 Yemen Distributions LTD. BBC and  
The British Film Institute All Rights Reserved.

© 2012 INCENTIVE FILM PRODUCTIONS, LLC.  
ALL RIGHTS RESERVED. 
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STAR１ ３月のラインナップ 
【その他おすすめ作品】 

『ソルジャーズ・アイランド』（２０１２・ロシア＝米）  

[監督] マキシム・コロスティシェフキー [出演] クリスチャン・スレイター／ショーン・ビーン 

『アンタッチャブルズ』（２０１２・仏）  
[監督] デビッド・シャロン [出演] オマール・シー／ブローラン・ラフィット 

『ディヴァイド』（２０１１・独＝米＝カナダ）  
[監督] ザヴィエ・ジャン [出演] ローレン・ジャーマン／マイケル・ビーン 

『ブルーラグーン ～恋の目覚め～』（２０１２・米） 
[監督] ジェイク・ニューサム／ミカエル・サロモン  [出演] インディアナ・エヴァンズ／ブレントン・スウェイツ 

『ＲＯＮＩＮ』（１９９８・英＝米）  
[監督] ジョン・フランケンハイマー [出演] ロバート・デ・ニーロ／ジャン・レノ 

『ゴーストライダー』（２００７・米＝豪） 
[監督] マーク・スティーヴン・ジョンソン [出演] ニコラス・ケイジ／エヴァ・メンデス 

『ゆりかごを揺らす手』（１９９２・米）  
[監督] カーティス・ハンソン [出演] アナベラ・シオラ／レベッカ・デモーネイ 
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映画特集チャンネル 
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STAR２ ３月のラインナップ 
鬼才クエンティン・タランティーノ監督特集 

新作を発表する度に、過激なバイオレンス描写と個性溢れるキャラクターたちの軽妙な掛け合い、冴え渡る音楽センスが話題になる、鬼才クエンティン・タランティーノ監督。そんな彼が満
を持して送り出した最新作『ジャンゴ 繋がれざる者』が、スターチャンネルに登場！ 初放送に合わせ、タランティーノ作品を語る上で外せない傑作３作品を特集します！ 

３/７（金）～ ３/９（日）３日間連続放送／３/２２（土）一挙放送（全３作品）
 

  『ジャンゴ 繋がれざる者』（２０１２・米） 
※ＳＴＡＲ１で放送

 [出演] ジェイミー・フォックス／クリストフ・ヴァルツ 
 

元奴隷ジャンゴがドイツ人賞金稼ぎと手を組み、壮絶な復讐に挑む！ 

タランティーノがマカロニ・ウエスタンへの愛を炸裂させ、オマージュ満載

で描いた痛快バイオレンス西部劇。Ｊ・フォックス演じるジャンゴが、マカ

ロニの元祖ジャンゴと共演する場面は映画ファンなら感涙モノ！ 徹底

的にアナログにこだわったタランティーノは、ＣＧに頼らない壮大なロケー

ションを敢行。荒涼とした大自然をバックに、Ｃ・ヴァルツやＬ・ディカプリ

オら個性的な俳優陣が強烈な存在感を発揮している。 

  『レザボア・ドッグス』 （１９９２・米） 

  
[出演] ハーヴィ・カイテル／ティム・ロス／マイケル・マドセン 
 

宝石強盗に失敗した男たちが辿る運命を、物語の時間軸を巧みに入れ替

えた構成で、ミステリー風に描いた犯罪アクション。レストランで男たちが与

太話を繰り広げるオープニングから、バイオレンスやユーモアを取り入れた

緩急自在な演出で、ラストまで一気に突っ走る！ 彼は、初監督となった

本作で脚本・出演までを果たし、タランティーノの名を世界中に知らしめ

た！ 公開から１０年以上が経った現在でも、カルト的人気を誇る１本。 

 

 © 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. © 1991 Dog Eat Dog Productions Inc. All Rights Reserved 

【その他のラインナップ】『キル・ビル Vol.1』（２００３・米） … タランティーノがこよなく愛する“B級映画”へのオマージュをたっぷり込めた痛快アクション２部作のVol.1.
【その他のラインナップ】『キル・ビル Vol.2』（２００４・米） … ついに女殺し屋、ザ・ブライドの復讐がクライマックスへ！  

 

     

特集： 受け継がれる映画監督のDNA 
親子でそれぞれ映画監督として第一線で活躍する、“親子監督”たち。果たして、偉大なる映画監督たちの才能は遺伝するのか？ フランシス・フォード＆ソフィア・コッポラ親子や、ケン＆
ジム・ローチ親子など、映画界を担う親子監督たちが同じキャストや同様のテーマを主題に掲げた作品を見くらべてみよう！

３/２３（日）一挙放送 ／  ３/２７（木）～ ３/２８（金）２日間連続放送 （全４作品）
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～父・娘で撮るエル・ファニング 
『Virginia／ヴァージニア』（２０１１・米） 
[監督] フランシス・フォード・コッポラ 

今や巨匠として讃えられるＦ・Ｆ・コッポラがインディペンデント映画として製

作したゴシック・ミステリー。娘ソフィアが『ＳＯＭＥＷＨＥＲＥ』で起用したエ

ル・ファニングをヒロインに据え、モノトーンを基調にした幻想的な映像美

を背景に、彼女が持つ“少女の官能性”が匂い立つ！ 

 

『SOMEWHERE』（２０１０・米＝英＝伊＝日） 
[監督] ソフィア・コッポラ 

ソフィア・コッポラが、映画スターの父親と離れて暮らす思春期の娘との

触れ合いをハートウォーミングに描いたドラマ。女優のイノセントな魅力を

引き出すことに長けたソフィアならではの演出にぴたりとはまった、エル・フ

ァニングの憂いを帯びた表情が印象的！ 

 

～父・息子それぞれの視点から見た社会の闇 
『ルート・アイリッシュ』（２０１０・英＝仏＝伊＝ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 
[監督] ケン・ローチ 

労働階級や移民など、社会的弱者の苦しみや葛藤を一貫して描いてきた

ケン・ローチが、イラク戦争における民間兵にスポットライトを当てた社会派

ドラマ。強いメッセージを持ちながらも感情的にならない冷静な語り口が魅

力で、戦争のやりきれない現実を突きつける展開が深い余韻を残す。 

 

『オレンジと太陽』（２０１０・英＝豪） 
[監督] ジム・ローチ 

ジム・ローチが、英国 大のスキャンダルと言われる“児童移民問題”に鋭

く切り込んだ社会派ドラマ。社会的大問題を、父親譲りの淡々とした視点

と、それでいて強いメッセージと共に描き出し、大きな反響を呼んだ。誠実

さと確かな手腕を感じさせる、彼の監督デビュー作。 

 

 『Virginia／ヴァージニア』 
© Zoetrope Corp. 2011 

『ルート・アイリッシュ』 
© Sixteen Films Ltd, Why Not Productions S.A., Wild Bunch S.A., 
France 2 Cinema, Urania Pictures, Les Films du Fleuve, Tornasol 
Films S.A, Alta Produccion S.L.U.MMX 
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STAR２ ３月のラインナップ 
ロバート・レッドフォード特集 

女性だけでなく、男性が見ても惚れ惚れとするルックスで、名作『卒業』の出演オファーを「この僕が女を知らない男に見えますか」と断ったと言う逸話も残る二枚目。その一方で、プロダ
クションを設立し自らも監督を務めながら良質な社会派問題作を生み出し、若手育成のためにサンダンス映画祭を主催する映画界の良心。そんな甘いマスクと硬派な魅力で現在も第一線で活
躍しつづける名優ロバート・レッドフォードの主演最新作『オール・イズ・ロスト ～最後の手紙～』の3／１４公開に合わせ、レッドフォードの魅力が堪能できる作品を特集放送！ 

３/３（月）～ ３/６（木）４夜連続放送 ／ ３/９（日）一挙放送 ／ 3/１1（火）～ ３/１４（金）４日間連続放送（全４作品）
 

  

『華麗なるギャツビー』（１９７４・米） 

[監督] ジャック・クレイトン 
[共演] ミア・ファロー／ブルース・ダーン 
 

フィッツジェラルドの代表作を映画化。１９２０年代のアメリカ上流階級の

生活風俗を背景に、孤独な富豪ギャツビーの謎に満ちた生涯を描く。 

２０１３年に映画化されたバズ・ラーマン監督版のレオナルド・ディカプリ

オもハマり役だが、やはりギャツビーと言えば気品と謎に満ちたレッドフォ

ード版も見事。『ゴッドファーザー』のフランシス・F・コッポラ脚本のもと、コ

ンプレックスと深い孤独を抱えたギャツビーの複雑な人間性を繊細に演

じきっている。 

  

『ナチュラル』（１９８４・米）  
[監督] バリー・レヴィンソン 
[共演] グレン・クロース／ロバート・デュヴァル 
 

３５歳でメジャー・リーガーになる夢を叶えた野球選手の活躍を、詩情豊か

に綴る感動ドラマ。一度つかみかけた夢への道を思わぬ凶弾によって閉ざ

された野球の天才。そこから立ち上がり、様々な障害を乗り越えて奇跡の

ルーキーとして活躍する主人公の悲哀を見事に滲ませたレッドフォードの

味わい深い演技が素晴らしい。２０世紀初頭の古き良きアメリカを再現した

ノスタルジックで美しい映像世界の中、勇気と信念で夢を勝ち取るアメリカ

ン・ヒーロー像は、まさにレッドフォードのハマリ役。 

 

  ™ & © 2014 by Paramount Pictures Corporation. 
 All rights reserved. 

© 1984 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. 

【その他のラインナップ】 『モンタナの風に抱かれて』（１９９８・米） … レッドフォードが監督・主演を務めたドラマ。馬を癒すカウボーイの悲哀を繊細に演じきる。 
『白銀のレーサー』（１９６９・米） … オリンピックを目指す若手スキーヤーの姿をレッドフォードが熱演するスポーツドラマ。 

 

  

マーク・ウォルバーグ特集 
数多くのアクション映画でクールなタフガイを演じてきた俳優マーク・ウォルバーグ。幼い頃はかなりのワルで逮捕歴もあるというワイルドぶりをもつ反面、子供のお手本になるために撮影
中の忙しい合間をぬって高校の卒業資格を獲得するなど良きパパの顔も持ち、劣悪な環境にいる若者たちを支援する財団も設立している彼。そんな彼が弱いダメ男を演じて新境地を切り開い
た大ヒット作『テッド』を中心に、彼の魅力が感じられる3作品を特集放送！ 主演最新作『ローン・サバイバー』の３／２１公開を前に、ウォルバーグの魅力を再確認してください！ 

３/２１（祝・金） 一挙放送 ／ ３/２６（水）～ ３/２８（金）３日間連続放送（全３作品）
 

  

『テッド』（２０１２・米） 

[監督] セス・マクファーレン 
[共演] ミラ・クニス ［声］セス・マクファーレン（テッド） 
 

毒舌中年テディベアと、大人になりきれない男の友情を描く、大ヒット痛

快コメディ。これまでのクールなタフガイぶりから一転、大人になりきれな

いダメ男を演じたウォルバーグが非常に印象的な一作。「タフガイばかり

を演じてきたが、弱い役を演じたことがなかったのは俳優としての悩みだ

った」とウォルバーグ自信が語るとおり、これまでのイメージを覆した本作

で新境地を開いた彼の演技は必見！ 

  

『フォー・ブラザーズ／狼たちの誓い』 

[監督] ジョン・シングルトン          （２００５・米） 
[共演] タイリース・ギブソン／アンドレ・ベンジャミン 
 

１９６５年の『エルダー兄弟』を現代風にリメイクした痛快アクション。兄弟と

して育った４人の男が、義母を殺した犯人への復讐に突き進む！ 数々の

アクション映画でウォルバーグがクールなタフガイを演じてきた背景には、

幼い頃のヤンチャ歴で培ったワイルドな魅力がある。そんなウォルバーグの

魅力が本作では存分に発揮されており、４兄弟の長男に扮した彼が、暴れ

ん坊でありながら家族への深い愛情を秘めた味わいあるキャラクターを見

事に演じている。 

 

 © 2012 MRC II Distribution Company, L.P. All Rights Reserved. © 2014 Paramount Pictures. All rights reserved. 

【その他のラインナップ】
『ハプニング』（２００８・米＝インド＝仏） … Ｍ・ナイト・シャマラン監督による驚愕の不条理サスペンス。謎の自殺現象に襲われた主人公の恐怖と混乱をウォルバーグが好演。   
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

ルール無用！ オレ流警官特集 
権力の下、法すら破り“オレ流”を貫く警察官たち。今月は『L.A.ギャング ストーリー』の初放送（ＳＴＡＲ１）に合わせ、ルール無用で犯人逮捕に躍起になる警察官や、悪徳警官たちを
描く４作品を特集放送。警察官だから出来る、悪党顔負けの逮捕劇や数々のアクション・サスペンスは、興奮すること必至！

３/１５（土）一挙放送 ／ ３/１９（水）～ ３/２２（土）４夜連続放送 ／ ３/２５（火）～ ３/２８（金）４日間連続放送（全４作品）
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『L.A.ギャング ストーリー』（２０１３・米）  
[監督] ルーベン・フライシャー       ※ＳＴＡＲ１で放送
[出演] ジョシュ・ブローリン／ライアン・ゴズリング 

“ギャング史上 も危険なボス”からL.A.を取り戻すべく、市警がはぐれ

者ばかりの 強極秘チームを結成！ 『ゾンビランド』のルーベン・フライ

シャー監督が、衝撃の実話をスタイリッシュに再現したクライム・アクショ

ン。ギャング顔負けの方法で悪に立ち向かう“ギャングのような無法者た

ち”の壮絶な戦いは、L.A.版“仁義なき戦い”！ Ｊ・ブローリンやＲ・ゴズリ

ングが演じるクールで熱い警察官は一見の価値あり！ 

 

 

 

『フリーランサー NY捜査線』（２０１２・米） 
[監督] ジェシー・タレロ 
[出演] カーティス・“５０セント”・ジャクソン／ロバート・デ・ニーロ 

警察内部に蔓延る麻薬密売に次第に加担していく新人警官を描いた犯罪

ドラマ。何が悪で何が正義かわからなくなりそうな汚職警官たちが登場する

本作。絶対的な権力を武器に、麻薬密売を仕切る悪徳刑事役で貫録の

演技を披露したロバート・デ・ニーロ。彼の演技は、悪事を悪事とも思わな

い、その圧力によって恐怖すら覚えてしまう。また、法と犯罪が背中合わせ

に存在するアメリカ社会の暗部を緊迫感たっぷりに描いているのも一考。 

 

 © Warner Bros. Entertainment Inc. © 2011 GEORGIA FILM FUND THREE, LLC 

【その他のラインナップ】
『トレーニング デイ』（２００１・米＝豪） … これまでのイメージを覆し、犯罪摘発のためいとも簡単に法を犯していく悪徳刑事をデンゼル・ワシントンが演じたサスペンス。 
『マシンガン・パニック』（１９７３・米） … 正体不明の犯人と事件解決に執念を燃やす“仕事バカ”な刑事の姿を描く、ウォルター・マッソー主演の刑事アクション。     
『フレンチ・コネクション』（１９７１・米） … 徹底的に命ある限り犯人を追いつめる“ポパイ”の異名を持つ鬼刑事ジミー・ドイルの活躍を描く名作アクション。

 

  

特集： 映画で出会う理想の先生 
「仰げば尊し」のメロディがどこかしこで流れ、いよいよやってきた卒業シーズン。友達との別れはもちろんつらいですが、厳しかった先生や親身になってくれた先生との思い出が大人にな
った現在も心に残っているという人は多いはず！ そこでスターチャンネルでは、魅力的な先生が登場する４作品を特集放送します。あなたの周りにもこんな先生いませんでしたか？ 

３/１６（日） 一挙放送 ／ ３/１７（月）～ ３/２０（木）４日間連続放送（全４作品）
 

  

『闘魂先生 Mr.ネバーギブアップ』（２０１２・米） 

[監督] フランク・コラチ 
[出演] ケヴィン・ジェームズ／サルマ・ハエック 
 

教えることの情熱を忘れかけた教師が、財政難でリストラの危機を迎え

た学校を立て直すべく、賞金獲得を目指し総合格闘技に挑む！ 生徒

と同僚のため、彼が何度倒れても起き上がる姿には目頭が熱くなること

必至です。さらにその頑張りが、彼自身だけでなく周囲の人々も変えてゆ

くさまに激しく感動！ 闘魂先生の熱血ぶりは、「スクール・ウォーズ」の

滝沢先生を彷彿とさせる！ 

  

『コッホ先生と僕らの革命』（２０１１・独） 

[監督] セバスチャン・グロブラー 
[出演] ダニエル・ブルール／ブルクハルト・クラウスナー 
 

１９世紀末のドイツに英国発祥のチーム・スポーツ、サッカーを導入し、そ

の教育方針が高く評価された実在の英語教師コンラート・コッホ。ユーモア

と情熱を兼ね備えた彼が、生徒たちとサッカーを通して交流し、異文化へ

の誤解や偏見を解いてゆく姿が胸を熱くする。“自由と自立と平等の精神”

こそが教育の根幹だと考えたコッホ先生の魂は、時代を超えた現在でも、

人としてどう生きるかというメッセージに繋がっている。 

 

 © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. © 2011 DEUTSCHFILM / CUCKOO CLOCK ENTERTAINMENT / 
SENATOR FILM PRODUKTION 

【その他のラインナップ】
『遠い空の向こうに』（１９９９・米） … 父親の反対を押し切り宇宙への夢を追いかける少年を、力強く励ましてくれる女教師の存在が印象的！ 
『モナリザ・スマイル』（２００３・米） … 保守的な時代の女子大学に進歩的な考えを持ちこんだ女性教師が、生徒と共に迷いながらも成長していく姿が味わい深い。
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STAR２ ３月のラインナップ 
  

特集： 勇気をくれる女性の生き方 
女性の自由と平等を提唱し作られた“国際女性デー（３/８）”にちなみ、どんな苦境にあっても絶対にめげないタフな女性を描いた５作品を特集放送。自分に自信が持てないとき、一歩踏み
出したいとき、彼女たちの生き方に必ず勇気をもらえます。

３/３（月）～ ３/７（金）５日間連続放送 ／ ３/８（土）一挙放送 ／ ３/１０（月）～ ３/１４（金）５夜連続放送（全５作品）
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『マイティ・ハート／愛と絆』（２００７・米＝英）  
[監督] マイケル・ウィンターボトム 
[出演] アンジェリーナ・ジョリー／ダン・ファターマン 

パキスタン取材中に誘拐・殺害された新聞記者ダニエル・パールの妻に

よる手記を、社会派作品に定評のあるマイケル・ウィンターボトム監督が

映画化。妊娠５カ月という身重の身で、夫の安否情報を気丈に待ち続け

るアンジェリーナ・ジョリー演じる妻マリアンヌの様子が心に迫る。自らもジ

ャーナリストであった彼女が、打ちひしがれるのではなく、自分の信念に

従い言葉を発し行動する、その気丈で前向きな姿勢に圧倒される。 

 

 

 

『ソウル・サーファー』（２０１１・米） 
[監督] ショーン・マクナマラ 
[出演] アナソフィア・ロブ／デニス・クエイド 

天才サーファー、ベサニー・ハミルトンの実話を基に、サメに襲われ左腕を

失った１３歳の少女が、再び夢に向かって歩み始める姿を描いた感動のド

ラマ。自身に起こった悲劇をものともせず、ポジティブに乗り越えようとする

ヒロインの姿が印象的で、“挑戦を続けることの大切さ”を教えてくれる１

本。彼女を支える家族の存在も大きく、観賞後には間違いなく爽やかな感

動に包まれる！ 

 

 © 2014 BY PARAMOUNT VANTAGE, A DIVISION OF 
PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 

 

© Tristar Pictures, Inc., FilmDistrict Distribution, LLC. and Enticing 
Entertainment, LLC. All rights reserved 

【その他のラインナップ】
『オーストラリア』（２００８・豪＝米＝英） … 気位の高い英国貴婦人が、第二次世界大戦直前のオーストラリアで真実の愛を見つけ、ありのままに生きる女性へ変わっていく姿に感動！ 
『悲しみは空の彼方に』（１９５９・米） … それぞれに悩みを抱える２人の女性が、共同生活を送りながら母として人間として成長してゆく姿に、心ゆさぶられる！ 
『Vフォー・ヴェンデッタ』（２００５・米＝英＝独） … ナタリー・ポートマン演じるヒロインが、自由と正義を取り戻す革命に立ち上がる姿に勇気をもらえる！

 

  

見くらべシネマ 
『ポセイドン・アドベンチャー』vs. 『ポセイドン』

「古きを温（たず）ね、新しきを知る」―。昔懐かしの「オリジナル版」と装いも新たに蘇った「リメイク版」を一挙連続放送する、映画ファン必見の好企画 「見くらべシネマ」。今月は、
１９７０年代パニック映画ブームの草分け的存在『ポセイドン・アドベンチャー』と、リメイク版『ポセイドン』の２作品を特集します。

３/２９（土）＆ ３/３１（月） 一挙放送 （全２作品）
 

  

『ポセイドン・アドベンチャー』（１９７２・米） 

[監督] ロナルド・ニーム 
[出演] ジーン・ハックマン／アーネスト・ボーグナイン 
 

転覆した豪華客船から生き残りを賭けて脱出しようとする人々の姿を、

オールスター・キャストで描くパニック映画の名作。豪華客船が刻一刻と

沈んでゆく中、生き残りを賭けてサバイバルを繰り広げる乗客の姿が、手

に汗握る緊張感とともに描かれる。打ちひしがれる人々を鼓舞して脱出

を図ろうとするジーン・ハックマン演じる熱血神父を筆頭に、事あるごとに

対立する刑事、気弱な初老の婦人など、多様な人物が織りなす濃密な

人間ドラマもサスペンスを盛り上げ大ヒット。１９７０年代パニック映画ブー

ムの先駆けとなった。 

  

『ポセイドン』（２００６・米） 

[監督] ウォルフガング・ペーターゼン 
[出演] カート・ラッセル／ジョシュ・ルーカス 
 

カート・ラッセルをはじめとする豪華キャスト陣が共演し、１９７２年製作のパ

ニック映画『ポセイドン・アドベンチャー』をリメイク。時代設定やキャラクター

は異なるものの、沈みゆく船内という限定された空間からの脱出、上下が

逆さまになる設定など、大まかなストーリーラインはオリジナルを踏襲。しか

し、オリジナルとの 大の違いはやはり、 新ＶＦＸを駆使したとてつもない

迫力を誇るパニックシーンの数々。『Ｕボート』などでも海難を描いてきたウ

ォルフガング・ペーターゼン監督の手腕が冴え渡り、冒頭３分間のほぼす

べてＣＧによる全景シーンなど迫力たっぷりの映像が全編を彩る。 

 

 © 1972 Twentieth Century Fox Film Corporation. Renewed 2000 
Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 

© Warner Bros. Entertainment Inc. & Virtual Studios, LLC 
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STAR２ ３月のラインナップ 
 

 

誰コレ？！俳優ファイル ＃３０： マイケル・シャノン 
名前は知らない…、けれど、映画ファンなら必ずその顔に見覚えあり！そんな陰の名優をフィーチャーするマンスリー企画「誰コレ？！俳優ファイル」！

第３０回目の誰コレ？！俳優はマイケル・シャノン！
３/２４（月）～ ３/２６（水）３日間連続放送 ／ ３/３０（日）一挙放送（全３作品）

 

3 

【Ｗｈｏ ｉｓ マイケル・シャノン？】 
１９７４年アメリカ、ケンタッキー州生まれ。 
２００８年のレオナルド・ディカプリオ＆ケイト・ウィンスレット主演『レボリューショナリー・ロード／燃え尽きるまで』でアカデミー助演男優賞にノミネートされたことを機
に、話題作のメインキャラクターでの出演が相次ぎ近年急速に知名度をあげたシャノン。最近ではスーパーマンのリメイク『マン・オブ・スティール』でゾッド将軍役での鬼気迫
る怪演が記憶に新しいが、やはり彼の演技の特徴はその激しい感情表現による怪優ぶり。奇天烈な悪役を中心に、ひとクセもふたクセもある人物を演じればかならず見る者の記憶
に焼きつく怪演は彼の真骨頂。また、あのダニエル・デイ＝ルイスなど名優中の名優からも共演のラブコールが寄せられるなど映画界の信望も厚い。今月はそんな“映画界でも愛
される奇天烈な怪優”の魅力にフォーカス！ 

 

 

 『プレミアム・ラッシュ』 
© 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 

  『プレミアム・ラッシュ』（２０１２・米） 
 

[監督] デヴィッド・コープ                    
[共演] ジョゼフ・ゴードン＝レヴィット／ダニア・ラミレス 
 

ジョゼフ・ゴードン＝レヴィット主演のアクション・サスペンス。バイク・メッセンジ

ャーの男が、１通の封筒の配達を依頼されたことによって事件に巻き込まれ

ていく。バイク・メッセンジャーが受け取った１枚の封筒を執拗に追いかけるニ

ューヨーク市警察官マンデーが本作でのシャノンの役どころ。警察官にも関わ

らず自らのある目的のために手段を選ばない極悪警官で、マンハッタンを行

きかう車や歩行者の危険など構いもせずに主人公をあの手この手で追いか

ける。その鬼気迫るしつこさをシャノンが見事な演技で表現している。 

   

 『ロシアン・ルーレット』（２０１０・米） 
 

[監督] ゲラ・バブルアニ                     
[共演] サム・ライリー／ジェイソン・ステイサム 
 

勝率１％の集団ロシアン・ルーレットに参加する男たちの攻防を描いた異色サス

ペンス『１３／ザメッティ』のリメイク。金持ちたちの享楽のために裏社会で開催さ

れる衝撃のロシアン・ルーレットゲーム。金のためにマスコットのように集められた

ゲーム参加者たちが運命の引き金に命を委ねるその禁断のゲームを、会場の

中心でつかさどる司会者がシャノンの役どころ。常軌を逸したゲームにさらに拍

車をかける常軌を逸したシャノンの怪演が、本作の不条理さ、そして息も詰まる

緊迫感を高めていく。まさにシャノンにしかできない強烈な役どころ。  

 

 

 © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. © 2009 ALL RIGHTS RESERVED.

  『パール・ハーバー』（２００１・米） 
 

[監督] マイケル・ベイ                     
[共演] ベン・アフレック／ジョシュ・ハートネット 
 

ジェリー・ブラッカイマー×マイケル・ベイという『アルマゲドン』の製作者×監

督コンビで放つ戦争ドラマ。日本軍による真珠湾攻撃を背景に、戦火に巻き

込まれてゆく若者たちの恋と友情を描く。ジョシュ・ハートネット演じるダニーと

共に真珠湾で任務に就く航空隊員のひとりを演じるシャノン。キャリア初期の

作品で、シャノンの十八番である鬼気迫る悪役ではないものの、一般航空隊

員でありながらひと癖ある人物像を演じているところが印象的。 

 
  

 

 

 

 © Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer Inc. 
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吹替専門チャンネル 

 
 

 

 

21



STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ 第三章』放送直前

全シリーズ一挙放送
世界を震撼させた大ヒット海外ドラマ『ゲーム･オブ･スローンズ』待望の第三章が、４月に日本初独占放送決定！ 今月は、第三章の放送を前に、第一章・第二章を一挙放送します！ 第一章
の原作は世界で１５００万部を超えるベストセラー小説「氷と炎の歌」の第1部「七王国の玉座」、第二章は「氷と炎の歌」の第2部「王狼たちの戦旗」（ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン著）。
架空の王国ウェスタロスを舞台に、数々の王が１つの玉座をめぐり繰り広げる壮絶な覇権争いを壮大なスケールで描いたアクション・スペクタクル巨編をお楽しみください！ 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第一章： 七王国戦記』
３/３（月）～ ３/１４（金）平日よる１０：００～ （全１０話）

 
 

[製作総指揮] デヴィッド・ベニオフ（『マイ・ブラザー』『トロイ』脚本） 他  

[監督] ブライアン・カーク （『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』） 他 

[出演] ショーン・ビーン（エダード・スターク役／手塚秀彰） 

[出演] マーク・アディ（ロバート・バラシオン役／浦山迅） 

[出演] レナ・ヘディ（サーセイ・バラシオン役／本田貴子） 

[出演] ミシェル・フェアリー（キャトリン・スターク役／土井美加）  

[出演] ピーター・ディンクレイジ（ティリオン・ラニスター役／森川智之） 他 

 
★エミー賞助演男優賞（ピーター・ディンクレイジ）、メイン・タイトル・デザイン賞受賞。
★ゴールデン・グローブ賞助演男優賞（ピーター・ディンクレイジ）受賞。 

第１話「冬来たる」 

第２話「王の道」 

第３話「冥夜の守人」 

第４話「壊れたものたち」 

第５話「狼と獅子」 

第６話「黄金の冠」 

第７話「勝つか死ぬか」 

第８話「進軍」 

第９話「ベイラー大聖堂」 

第１０話＜最終話＞「炎と血」 
© 2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of  
Home Box Office, Inc. 

『ゲーム・オブ・スローンズ 第二章： 王国の激突』
３/１７（月）～ ３/２８（金） 月～金よる１０：００～ （全１０話）

 
 

[製作総指揮] デヴィッド・ベニオフ（『マイ・ブラザー』『トロイ』脚本） 他  

[監督] アラン・テイラー （『ボードウォーク・エンパイア２ 欲望の街』） 他 

[出演] エミリア・クラーク（デナーリス・ターガリエン役／清水理沙） 

ピーター・ディンクレイジ（ティリオン・ラニスター役／森川智之） 

   キット・ハリントン（ジョン・スノウ役／花輪英司） 

   ミシェル・フェアリー（キャトリン・スターク役／土井美加）  

レナ・ヘディ（サーセイ・バラシオン役／本田貴子） 他  

 
★エミー賞美術監督賞、衣裳賞、メイクアップ賞、音響効果賞、サウンドミキシング賞、 
視覚効果賞受賞。 

第１話「王の乱立」 

第２話「粛清」 

第３話「鉄の決意」 

第４話「光と影」 

第５話「ハレンの巨城」 

第６話「古今の神々」 

第７話「義なき男」 

第８話「決戦前夜」 

第９話「ブラックウォーターの戦い」 

第１０話＜最終話＞「勝者」 © 2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of  
Home Box Office, Inc. 
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STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
海外ドラマ『ハンニバル』独占放送 

世界を震撼させたサスペンスの金字塔、トマス・ハリス原作「羊たちの沈黙」のハンニバル・レクターを主人公に描く海外ドラマ『ハンニバル』をスターチャンネルで日本初独占放送！ 天
才精神科医として連続殺人事件の捜査に協力する若き日のハンニバルを描く衝撃のサイコ・サスペンス。端正なルックス、知的でエレガントな身のこなし、さらに異常なほど潔癖で凶悪な犯
罪者であることすら感じさせない彼を、“北欧の至宝”とも称される実力派俳優マッツ・ミケルセンが怪演。捜査が進むにつれ見え隠れするハンニバルの真の姿とは！？

【STAR3】（二ヵ国語版）毎週土曜日 よる１０：００～ ／ 再放送：毎週水曜日 午後１：００～ ＆ 毎週金曜日 午前１０：００～（全１３話） 
【STAR1】（字幕版）毎週火曜日 よる９：００～ ／ 再放送：毎週金曜日 深夜１：００頃～ ＆ 毎週火曜日 午後２：００～（全１３話） 

『ハンニバル』（２０１３年・米製作／全１３話） 

 

 

 
 

 

 

 
 

©  2013 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. 

[製作総指揮] ブライアン・フラー（『ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ』、『プッシング・デイジー ～恋するパイメーカー～』）
[製作総指揮] ジェシー・アレクサンダー（『ＬＯＳＴ』、『ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ』）他 
[監督] デヴィッド・スレイド（『エクリプス／トワイライト・サーガ』） 他 
[出演] マッツ・ミケルセン（ハンニバル・レクター役：井上和彦）  
[出演] ヒュー・ダンシー（ウィル・グレアム役：浪川大輔） 
[出演] ローレンス・フィッシュバーン（ジャック・クロフォード役：玄田哲章）  
[出演] カロリン・ダヴァーナス（アラナ・ブルーム役：佐古真弓） 

ヘティエンヌ・パーク（ビバリー・キャッツ役：長尾明希） 他 

 

 

第４話「Oeuf（ウフ）」 
一家全員が殺害される事件が起き、ジャックは一家の息子が誘拐されていることを知るが、事件との関連性をつかめずにいた。やが

て、ウィルのプロファイリングで事件は解決に向かうが、彼は自分の家族に関するトラウマで苦悩する。一方ハンニバルは、無許可で病

院を抜け出したアビゲイルを匿い彼女と同居を始める。

第５話「Coquilles（コキーユ）」 

ジャック率いる行動科学課のメンバーらは、天使に見立てられた死体が残された殺人現場に呼ばれる。同様の事件が続くにつれハン

ニバルは、犯人は脳腫瘍を患った人物で、何かしらの恐ろしい幻覚に襲われているのではないかと仮説を立てる。犯人は一体何の幻

覚を見て、何のために天使を作り出しているのか。 

第６話「Entree（アントレ）」 

ボルティモア州立病院のチルトン博士は、収容中の囚人ギデオンが病院の看護師を殺害し、連続殺人犯の“チェサピークの切り裂き

魔”を名乗っているとＦＢＩに捜査を依頼する。ウィルたちはギデオンの主張を疑うが、ギデオンは切り裂き魔でしか知りえない情報を持

っていた。

 

＜第１話～第４話キャッチアップ放送！＞ 
【STAR３】（二ヵ国語版） ３/５（水） 深夜２：００～ 
【STAR１】（字幕版） ３/７（金） 深夜１：２０～ 

第７話「Sorbet（ソルベ）」 

ウィルはジャックの依頼で、何者かに肝臓をえぐり取られた死体のプロファイリングを行っていた。“チェサピークの切り裂き魔”が長年の

沈黙を破り再び現れたと考える捜査員の意見に賛同しないウィルは、今回の殺人は切り裂き魔ではなく素人が行ったものだという推論

を立て周囲を困惑させる。

第８話「Fromage（フロマージュ）」 

ボルティモアでオーケストラの団員が殺害される事件が起き、ハンニバルの患者フランクリンは、友人のトバイアスが殺人犯ではないか

とハンニバルに洩らす。犯行スタイルに興味を持ったハンニバルは、トバイアスを夕食に招待する。一方、ウィルはプロファイリングを進

めるにつれ幻聴が聞こえるようになり混乱していく。
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STAR CHANNEL ３月のラインナップ 
海外ドラマ『ダウントン・アビー シーズン３』

独占放送
１９００年代初頭の英国貴族の生活を描き、全世界で高い評価を得ている海外ドラマ『ダウントン・アビー』待望のシーズン３を独占放送。物語は、紆余曲折を経てついに結ばれたメアリー
とマシューの挙式前夜から始まり、屋敷の存続を揺るがす資産問題、身分を越えて結婚したシビルとブランソンの運命、獄中のベイツのその後など、並行して進むそれぞれの人間ドラマから
目が離せない。シャーリー・マクレーン、リリー・ジェームズら豪華キャストが名を連ねる新キャラクターの登場にも注目！ 今月は、いよいよシーズン最終回。

【STAR3】（二ヵ国語版）毎週日曜日 よる１０：００～ ／ 再放送：毎週水曜日 午後２：００～ ＆ 毎週土曜日 午前１０：００～（全１０話） 
【STAR1】（字幕版）毎週月曜日 よる９：００～ ／ 再放送：毎週木曜日 深夜１：００頃～ ＆ 毎週月曜日 午後２：００～（全１０話） 

『ダウントン・アビー シーズン３』（２０１２年・英製作／全１０話） 

 

 

 
 

 

 

 
 

© 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. 

[製作総指揮] ジュリアン・フェローズ（『ゴスフォード・パーク』『ヴィクトリア女王 世紀の愛』） 
[製作総指揮] ギャレス・ニーム（「ＲＯＭＥ［ローマ］」、「華麗なるペテン師たち」）他 
[監督] ブライアン・パーシヴァル（『グレイシー・フィールズ物語』） 他 
[出演] ヒュー・ボネヴィル（ロバート役：玉野井直樹）  
[出演] エリザベス・マクガヴァーン（コーラ役：片貝薫） 
[出演] マギー・スミス（バイオレット役：一城みゆ希）  
[出演] ミシェル・ドッカリー（メアリー役：甲斐田裕子） 

ダン・スティーヴンス（マシュー役：佐藤拓也） 他 

 
 

第６話「追憶の日々」 
シビルの葬儀が終わり悲嘆に暮れるコーラを慰めようと、イザベルは昼食会を開く。エセルの料理でもてなされると知ったロバートは家

族を連れ帰ろうとするが全員に拒まれ、コーラとの間の溝は一層深まってしまう。二人の仲を案じたバイオレットは、クラークソンに「シビ

ルが助かる見込みはなかった」と話すよう頼む。

第７話「目撃」 
ロバートはダウントンの運営を大改革しようとするマシューに不満を募らせていた。そんな中、シビルとブランソンの娘の洗礼式のため彼

の兄キーランがリバプールからやって来るが、彼の粗野な態度に一家はとまどいを隠せない。一方、ベイツの無罪釈放に誰もが喜ぶ

中、彼に代わって従者を務めていたトーマスだけは不安を覚えていた。

第８話「クリケット大会」 
毎年恒例のクリケット大会が近づくダウントン。ベイツの職場復帰と同時にトーマスに辞職を命じたカーソンだったが、試合に勝つことが

優先のロバートは、クリケットが得意なトーマスを屋敷に残すよう命じる。一方、バイオレットが預かっていた親戚の娘ローズがロンドン

へ行くイーディスに同行する。

第９話「スコットランドの休日」 
１年後。一家はスコットランドの親戚の屋敷に招かれ１０日ほど過ごすことに。久々の家族旅行ということで出産を翌月に控えたメアリー

も同行する。イーディスは、近くまで来ていた編集者のグレッグソンを招き、家族に紹介する。一方、ダウントンに残った使用人たちは、

息抜きをしようと揃って地元の祭りに出かける。

＜全話一挙放送！＞
【STAR３】（二ヵ国語版） ３/３０（日） ひる１２：２０～ 

 

第１０話＜最終話＞「幸せの絶頂で」 
地元の祭りにイザベルを誘ったクラークソンは、酒の力を借りてプロポーズしようとする。トーマスは、ジミーが男たちに絡まれているとこ

ろに駆け付け、彼の身代わりとなりケガを負ってしまう。一方、スコットランドで休暇中のメアリーは、体調の異変を感じ一足先にダウント

ンの病院に戻り、無事に男児を出産。病院に駆けつけたマシューは、我が子と感動の対面を果たすが…。
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STAR３ ３月のラインナップ 
海外ドラマ『フォーリング スカイズ２』一挙放送  

スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、ノア・ワイリー主演、世界１０５ヵ国で放送中のサバイバルＳＦアクションドラマを一挙放送。シーズン１最終回で宇宙船に乗りこんだトムの身に
何が起きたのか？衝撃の結末から３ヵ月後の設定で始まるシーズン２は、新たなエイリアンも増えＳＦ要素がスケールアップ。

【STAR3】（二ヵ国語版）３/１３（木）＆ ３/２０（木）２週連続放送  【STAR1】（字幕版） ３/２４（月）＆ ３/２５（火）２日間連続放送（全１０話） 
 

 

 

 

 

 

 

[製作総指揮] スティーヴン・スピルバーグ 

[監督] グレッグ・ビーマン （『ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ』） 他 

[出演] ノア・ワイリー（トム・メイソン役／平田広明） 

[出演] ムーン・ブラッドグッド（アン・グラス役／本田貴子） 

[出演] ウィル・パットン（ウィーヴァ―隊長役／金尾哲夫） 

[出演] ドリュー・ロイ（ハル・メイソン役／武藤正史）  

[出演] コリン・カニンガム（ジョン・ポープ役／檀臣幸） 他 
 

 

 

第１話「３ヵ月後」 

第２話「寄生」 

第３話「コンパス」 

第４話「予期せぬ再会」 

第５話「レッド・アイ」 

第６話「生還」 

第７話「交渉」 

第８話「死の行進」 

第９話「理想郷」 
第１０話＜最終話＞「突撃」 

SM and © 2014 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company. All Rights Reserved. 

  

『ロラックスおじさんの秘密の種』３D放送
ロラックスおじさんが守る“秘密の種”をめぐる感動と興奮の冒険アトラクション・ムービーを迫力の３Ｄで放送！ アニメーションならではの躍動感や、街並み、繊細なタッチで描いた木々
など、あたかも映画の中にいるかのような映像が味わえます。            ※本３Ｄ映画はサイド・バイ・サイド方式で放送します。ハイビジョン放送でのみ３Ｄ映像でご覧いただけます。 

３/１６（日）（１作品） 
 

     

 

 

 

『ロラックスおじさんの秘密の種［３D］』（２０１２・米） 
[監督] クリス・ルノー／カイル・バルダ         
[ 声 ] 志村けん（ロラックスおじさん） 
[ 声 ] 宮野真守（テッド） 
 

 

 

  © 2012 UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP. All Rights Reserved. 
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STAR３ ３月のラインナップ 
最新吹替ヒット作 

スターチャンネル１で放送する「スターシアター９」作品を、翌日の日曜・月曜の夜、スターチャンネル３にて日本語吹替版でお届けします。 

『リンカーン』（２０１２・米） 
[監督] スティーヴン・スピルバーグ 
[出演] ダニエル・デイ＝ルイス（宮本充) 
[ 声 ] サリー・フィールド（野沢由香里） 
[出演]  
 

【初回放送】３/２（日）（吹替版） 

 『ジャンゴ 繋がれざる者』（２０１２・米） 
[監督] クエンティン・タランティーノ 
[出演] ジェイミー・フォックス（楠大典） 
[出演] クリストフ・ヴァルツ（山路和弘） 

 
【初回放送】３/３（月）（吹替版） 

 

 
© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation and DreamWorks 
II Distribution Co., LLC. All rights reserved.  

© 2012 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. 
 

『G.I.ジョー バック２リベンジ』（２０１３・米） 
[監督] ジョン・Ｍ・チュー              

[出演] ブルース・ウィリス（仲野裕) 
[出演] ドウェイン・ジョンソン（楠大典） 
[出演 
【初回放送】３/２３（日）（吹替版） 

 『L.A.ギャング・ストーリー』（２０１３・米） 
[監督] ルーベン・フライシャー 

[出演] ジョシュ・ブローリン（楠大典） 
[出演] ライアン・ゴズリング（加瀬康之） 
    

【初回放送】３/１６（日）（吹替版） 

 

 

© 2014 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.  
HASBRO AND ITS LOGO, G.I. JOE AND ALL RELATED 
CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO AND USED  
WITH PERMISSION. ALL RIGHTS RESERVED. 

 

© Warner Bros. Entertainment Inc. 
 

 

『砂漠でサーモン・フィッシング』（２０１１・英） 
[監督] ラッセ・ハルストレム         

[出演] ユアン・マクレガー（森川智之） 
[ 声 ] エミリー・ブラント（園崎未恵） 
 

【初回放送】３/９（日）（吹替版） 

 
 『PARKER／パーカー』（２０１３・米） 

[監督] テイラー・ハックフォード         

[出演] ジェイソン・ステイサム（山路和弘） 
[ 声 ] ジェニファー・ロペス（藤本喜久子） 
 

【初回放送】３/３０（日）（吹替版） 

 

 
 © 2011 Yemen Distributions LTD. BBC and The British Film 

Institute All Rights Reserved. 
 

© 2012 INCENTIVE FILM PRODUCTIONS, LLC. 
 ALL RIGHTS RESERVED. 

『ボディ・ハント』（２０１２・米＝カナダ） 
[監督] マーク・トンデライ 

[出演] ジェニファー・ローレンス（志田有彩) 
[出演] マックス・テリオット（佐藤拓也） 
 
【初回放送】３/３１（月）（吹替版） 

 

『陰謀のスプレマシー』（２０１２・米＝カナダ＝ベルギー＝英）
[監督] フィリップ・シュテルツル 

[出演] アーロン・エッカート（木下浩之) 
[出演] オルガ・キュリレンコ（佐古真弓） 
 
【初回放送】３/１０（月）（吹替版） 

 

 © 2012 HATES, LLC. All Rights Reserved.  © 2011 EXPATRIATE FILMS INC. AND ENTERTAINMENT MOTION 
PICTURES BELGIUM SPRL, 2011. ALL RIGHTS RESERVED. 
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STAR３ ３月のラインナップ 
 

日曜の午前１０：００はファミリーシアター。家族揃って楽しめる選りすぐりのファミリー映画をお届けします。 

『そんなガキなら捨てちゃえば？』（２０１２・米） 
[監督] ジョシュ・シュワルツ             
[出演] ヴィクトリア・ジャスティス（田村睦心） 
[ 声 ] トーマス・マン（林勇） 

 

ハロウィン・パーティーの晩に弟の子守りをすることになった女子高生が、

様々なハプニングを経験する青春コメディ。   
 

【放送日時】３/２（日）（吹替版） 

  

『ホビット 思いがけない冒険』 
[監督] ピーター・ジャクソン    （２０１２・米＝ニュージーランド）  

[出演] イアン・マッケラン（羽佐間道夫） 
[出演] マーティン・フリーマン（森川智之） 

 

ピーター・ジャクソン監督が、『ロード・オブ・ザ・リング』の６０年前の世界を

舞台に、ホビットの冒険を壮大に描いたファンタジー。 
 

【放送日時】３/９（日）（吹替版） 

 

 
© 2014 Paramount Pictures. All Rights Reserved. 

. 
 

© 2013 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND  
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

『パラノーマン ブライス・ホローの謎』 
[監督] クリス・バトラー／サム・フェル      （２０１２・米）

[ 声 ] 武田華（ノーマン） 
[出演] 合田絵利（ニール） 

 

死者と会話する能力を持つ少年の奮闘を綴ったストップモーション・アニメ。

いじめや偏見を乗り越えてゆく姿が感動を呼ぶ。        
 

【放送日時】２/１６（日）（吹替版） 

 

. 『グレッグのダメ日記３』（２０１２・米＝カナダ） 
[監督] デヴィッド・バワーズ                       

[出演] ザカリー・ゴードン（久保田恵） 
[出演] スティーヴ・ザーン（安原義人） 

 

冴えない少年グレッグが、夏休みに仲間たちと大騒動を巻き起こす！ キ

ッズ・コメディ『グレッグのダメ日記』のシリーズ第３弾。    
 

【放送日時】３/２３（日）（吹替版） 

 

 
© 2012 LAIKA, Inc. All Rights Reserved. 

 
© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 
DIARY OF A WIMPY KID, WIMPY KID and Greg Heffley image are 
trademarks of Wimpy Kid, Inc. 

.『コッホ先生と僕らの革命』（２０１１・独） 

[監督] セバスチャン・グロブラー           
[出演] ダニエル・ブルール（鈴木達央） 
[出演] ブルクハルト・クラウスナー（北川勝博） 

      

“ドイツ・サッカーの父”と呼ばれる実在の英語教師コンラート・コッホの教育方

針と、生徒たちとの絆を描くヒューマンドラマ。               
 
 

【放送日時】３/３０（日）（吹替版） 

 

  

 
© 2011 DEUTSCHFILM / CUCKOO CLOCK ENTERTAINMENT / 
SENATOR FILM PRODUKTION 
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STAR CHANNEL 無料放送番組 

マンスリーＰＵＳＨ！   ≪劇場新作情報≫シネトピ！ 

映画専門スターチャンネルの各月の魅力を無料放送で体感する「マンスリーＰＵＳＨ！」。今月の見逃
せないオススメ映画の最新ラインナップを一挙紹介。 

 

話題の新作映画の見所や鑑賞ポイントをラジオ中心に活躍するフリー・アナウンサー松本ともこが分か
り易く紹介。スターチャンネルで放送する関連作品情報もお伝えします。      
 

 

【スターチャンネル１】  
毎日 午前～午後（約２０分）／毎日 よる８：００台（約２０分） 
 
【スターチャンネル３】  
毎日 午前～よる（約２０分）／土・日・祝 午前～よる（約２０分）
 

 

 

 

 

 

 

                                                     【随時放送】 

ＩＮ ＦＯＣＵＳ 奇跡の逸品 ～映画で見つけた宝物～ 
スターチャンネルで放送する最新話題作の見どころに迫るミニ番組。出演スターや監督、スタッフらの
インタビュー映像やメイキング・シーンなど盛りだくさんでお届け。 
 

 

・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜G.I.ジョー バック２リベンジ＞ 
・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜リンカーン＞ 
・ＩＮ ＦＯＣＵＳ＜ジャンゴ 繋がれざる者＞ほか 
                                                   【随時放送】 

映画の中でキラリと光る存在感を放つ“逸品”たち。そんな映画の重要な要素となっているアイテムに

スポットを当て、そこから作品の魅力に迫る新感覚映画紹介番組。     

語り手：岸本加世子 

 

【随時放送】 

 

 

 

 

株式会社 スター・チャンネル  URL: http://star-ch.jp/
 プロモーション部 ： 和光／木曽

TEL: 03-5114-2330（代表）
ＣＡＴＶ局様窓口 

TEL: 03-5114-2350（代表）
メールでのお問い合わせ：
pgm@star-ch.co.jp 

 

 

 

28




