
種類登録No作品名 作品内容 公開年度 　主演 主な俳優 映画会社 監督 上映時間

 257ａ 英国の諜報機関MI6の殺しのライセンスを得た若きジェームズ・ボンドは、 ダニエル・クレイグ マッツ・ミケルセン、シュディ・デンチ 米・伊 マーティン・

257ａｂ 007／カジノ・ロワイヤル テロリストへの資金供給ネットワークを捜査していた。捜査線上に浮かんだのは2006年 エヴァ・グリーン ジェフリー・ライト、ジャンカルロ・ジャン ソニー・ピク キャンベル １４４分

022ａ 友人フェリックス・ライダーとデラ・チャーチルの結婚式に出席するため ティモシ―・ダルトンロバート・ダビ、タリサ・ソト、アンソニー イギリス ジョン・

022ab 007／消されたライセンス フロリダを訪ねたジェームズ・ボンドは、沿岸警備隊の連絡をうけ 1989年 キャリー・ローウェルデビッド・ヘディソン、ロバート・ブラウン ユナイト 　　グレン １３３分

403ａ 米ソの冷戦時代。巨大なダムの底にあるソ連の神経ガス工場に潜入した ビアース・ブロスナムイザべラ・スコロビコ、ファムケ・ヤンセン マーチィン・

403ａｂ 007／ゴールデンアイ（吹替） ボンドは、施設爆破の任務を遂行する。だが、途中、パートナーで親友の006ことアレック1995年 ジョーン・ビーン ジョー・ドン・ベーカー、ジュディ―デンチ イギリス キャンベル １３０分

448a 米ソの冷戦時代。巨大なダムの底にあるソ連の神経ガス工場に潜入した ビアース・ブロスナムイザべラ・スコロビコ、ファムケ・ヤンセン イギリス マーティン・

448ab 007/ゴールデンアイ ボンドは、施設爆破の任務を遂行する。だが、途中、パートナーで親友の006ことアレックが敵に捕まり、射殺されてしまった。　1995年 ショーン・ビーン ジョー・ドン・ベイカー、ジュディ・デンチ ＵＩＰ キャンベル 　130分

457a  金だけを愛する男ゴールドフィンガー彼はアメリカ中の金塊が貯蔵される ション・コネリー オナー・ブラックマン、シャリ―・イートン イギリス ガイ・

457ab 007／ゴールド・フィンガー フォートノックスを放射能で汚染させ、自分の金の値打ちを上げようと画策して …　1964年 ゲルト・ルレーベハロルド・坂田、バーナード・リー アメリカ ハミルトン 　112分

100a 各国のテロ組織に潜入している工作員を記録したMI6のハードディスクが ダニエル・クレイグ ハビエル・バルデム、レイフ・ファインズ アメリカ サム・

100ab 007／スカイフォール 何者かに奪われ、ボンドは犯人を追いつめるが、MI6の長官Mの命令で放たれた銃弾に撃たれ、2012年 ジュディ・デンチ ナオミ・ハリス、ベレニス・マーロウ ソニー・ピク メンデス １４９分

447a 南シナ海で英国艦デヴォンシャーが中国軍に攻撃され、英中間の緊張が高まる。 ビアース・ブロスナムミシェル・ヨー、テリー・ハッチャー 米・英 ロジャー・

447ab 007/トウモロー・ネバー・ダイ この事件の裏で、自ら戦争を起こして、ビッグスクープを捏造しようとメディア王エリオット・カーヴァー（ジョナサン・プライス）が暗躍していた。 1997年 ジョナサン・ブライスリッキー・シェ、ゴッツ・オット ＵＩＰ スポスティーウッド　119分

414ａ アメリカからイギリスへ空輸中のスペース・シャトル“ムーンレイカー”が、 ロジャー・ムーア ミシェル・ドンダール、リチャールド・キール ルイス・

414ａｂ 007/ムーンレイカー（吹替版） アラスカ上空で突如何者かにハイジャックされた。捜査を委任された英国情報部は、1979年 ロイス・チャイルド コリンヌ・クレリー、バーナード・リー イギリス ギルバート １２６分

283ａ カレンがアフリカでの記憶を綴る時、彼女の心に刻み込まれた1人の男の メリル・ストリーブ クラウス・マリア・ブランダウア― アメリカ シドニー・

283ａｂ 愛と哀しみの果て 面影がよぎる。デニス・ハットン、永遠に忘れることのない男性だった。、 1985年 ロバート・レッドフォードマイケル・キッチン、マリク・ボウエン ユニヴァーサル ボラック １６１分

341a デンマークの資産家の娘カレンはスウェーデンの貴族と結婚し、ケニアへ渡る メリル・ストリーブ クラウス・マリア・ブランダウア― シドニー・

341ab 愛と哀しみの果て　　　(1) コーヒー農園を経営することになったカレンは様々な困難にみまわれる。彼女はいつしか英国の1985年 ロバート・レッドフォードマイケル・キッチン、マリク・ボーウェンズ アメリカ ボラック 161分

218a ワシントン州、シアトル。その日の朝、ザック・メイオは、全裸で寝ている リチャード・ギア デヴィッド・キース、リサ・ブロント アメリカ テイラー・

218ab 愛と青春の旅だち 父バイロンと娼婦を見ながら、少年時代を思い出していた。海軍の兵曹だった父の不実をなじって母は1982年 デブラ・ウインガー ルイス・ゴセット、リサ・エイルバッチャー パラマウント ハックフォード１２４分

076a 風が、秋の湖の香りを運ぶサンフランシスコの昼下がり－－。海に近い キャサリン・ロス スコット・ハイランズ、ロイ・ジョンソン アメリカ トム・

076ab 愛のさざなみ 公園の陽だまりの中に憩いを求める人々の群れが今日も習慣的に集まってくる。1972年 ジェイソン・ロバーズマーク・ブラムホール、ジョアンナ・ 　グライス 　９９分

211a 1959年、緑濃いニューオリンズの夜。マイケル家では、結婚10周年記念 クリフ・ロバートソン ワンダ・ブラッマン、ジョン・リスゴー アメリカ ブライアン・

211ab 愛のメモリー パーティが行なわれていた。彼の親友達は、彼を、妻エリザベスを、そして 1976年 シュヌヴィエーヴ・ビジョルドシルヴィア・クーンパ・ウイリアムス ジョイパック 　パルマ 　９４分

046a アーサーと8歳になる息子のリチャード、そしてリチャードの従妹で7歳になる ブルック・シールズ レオ・マッカーン、ウイリアム・ダニエルズ アメリカ ランダル・

046ab 青いサンゴ礁 エメラインを乗せ、サンフランシスコに向け南太平洋をイギリスの帆船が航海していた。1980年 クリストファー・アトキンズエルヴァ・ジョゼフソン、グレン・コ―ハン コロンビア クレイザー １０４分

017a 1851年、ダンソンと相棒グルートは、テキサス北境近くでカリフォルニア行きの ジョン・ウェイン ノア・ビアリー・J、ハンク・ワーゲン アメリカ ハワード・

017ab 赤い河 幌馬車隊から別れて赤い河へとやって来る。間もなく幌馬車隊が 1946年 ウォルター・ブレナンモンゴメリー・クリフト、ジョーン・ドルー ユナイテッド 　ホークス １３３分

229a サンフランシスコで開かれた、大晦日を祝うパーティーでトムと シェイソン・シーゲルクリス・ブラット、アリソン・ブリー アメリカ ニコラス・

229ab 憧れのウエディング・ベル ヴァイオレットは出会う。すぐに恋人同士になり、さらには婚約をするに至る 2012年 エミリー・ブラント ローレン・ウィードマン ストーラー １２４分

302a ロージーとアレックスは５歳の時からの親友。高校卒業後 リリー・コリンズ クリスチャン・クック 　伊・独 Christian
302ab あと１センチの恋 二人はアメリカ・ボストンの大学進学を約束する。ところがクラスの人気者のグレッグ2014年 サム・クラフリン ジェイミー・ウィンストン ファントム 　Ditter １０２分

130a アパッチ族は酋長ジェロニモ以下が合衆国に降伏して捕らえられたが、 バート・ランカスタージョン・マッキンタイア、チャールズ・ アメリカ ロバート・

130ab アパッチ その中の1人マサイは列車護送中に脱走し、故郷の西部アパッチへ帰りついた。1954年 ジーン・ピータース ジョン・デナー、ボール・ギルフォイル ＵＡ／松竹 アルドリッチ

402ａ アパッチ族は酋長ジェロニモ以下が合衆国に降伏して捕らえられたが、バート・ランカスタージョン・マッキンタイア、チャールズ・ アメリカ ロバート・

402ａｂ アパッチ　　　　（１） その中の1人マサイは列車護送中に脱走し、故郷の西部アパッチへ帰りついた。1954年 ジーン・ピータースジョン・デナー、ボール・ギルフォイル ＵＡ／松竹 アルドリッチ

309a 南北戦争で指揮官として失策したサースデイ将軍は大佐に階級を下げられ、 ジョン・ウェイン シャーリー・テンプル、ジョン・エイガ― アメリカ ジョン・



309ab アパッチ砦 インディアンとの紛争の絶えなかったフォート・アパッチの守備隊の司令官に任命された。1948年 ヘンリー・フォンダ ぺデロ・アルメンダリス、ワード・ボンド セントラル フォード １２５分

356ａ アポロ計画にまつわる陰謀説を背景に、公式には存在していない「アポロ18号」 ウォ‐レン・クリスティライアン・ロビンス、 ゴンザーロ・ロべス

356ａｂ アポロ１８号 の乗組員が月面で遭遇した事件を描くSFサスペンス。1961年から72年にかけて計6回の2011年 ロイド・オーウェン、 その他登場人物　実写版 アメリカ ガイエゴ 　87分

032a 作家志望の夢を抱いてローマに出た青年マルチェロ・ルビーニは、今は マルチェロ・マストロヤンニアヌーク・エーメ、レックス・バーカー イタリア フェデリコ・

032ab 甘い生活 社交界ゴシップ専門のトップ屋となった。憧れた都は退廃と無気力以外の何ものでもなかった。1960年 アニタ・エクバーグ イヴォンヌ・フルノ―、アラン・キュニー イタリｆｉｌｍ フェリーニ １７４分

253ａ 無声映画からトーキーに移行し始めた頃のハリウッド。人気スターのドンと ジーン・ケリー シド・チヤリシー、ドナルド・オコナ― アメリカ アーサー・

253ａｂ 雨に唄えば リナは何度も共演し結婚を噂される間柄だが、ドンはつけ上がった態度のリナに愛想を尽かしている1952年 デビー・レイノルズ ジーン・ヘイゲン、ミラード・ミッチェル ＭＧＭ フリード １０３分

074a トッドスンの町にやって来たオーエンは、下宿屋スター家に部屋を借り、 ナタリー・ウッド チャールズ・ブロンソン、ケイト・レイド アメリカ シドニー・

074ab 雨のニューオリンズ 鉄道従業員の勤務ぶりを観察して不良分子摘発の仕事にとりかかった。 1966年 ロバート・レッドフォードメアリー・バーダム、ジョン・プロヴァスト パラマウント 　ボラック １１０分

025a 1900年、ゴールド・ラッシュのアラスカ――シアトルからきたサムと 　 ジョン・ウェイン アーニー・コバックス、フェビアン ⒛世紀 ヘンリー・

025ab アラスカ魂 相棒ジョージとその弟ビリーの3人は金鉱を堀あてた。そこでサムは 1960年 スチュワート・クレンジャーキャブシーヌ、ミッキー・ショーネシー フォックス ハサウェイ １２２分

159a 一九一六年、英国陸軍カイロ司令部に勤務中のロレンス少尉は、 ピーター・オトゥールアンソニー・クイン、ジャック・ホーキンス イギリス デイヴィッド・

159ab アラビアのロレンス 三ヵ月の欠勤許可をもらった。理由は、現在トルコに対して反乱を起しつつあるアラブ民族の情勢を確かめることにあった1962年 アレック・ギネス ホセ・フェラー、アンソニー・クエイル コロンビア 　リーン ２０７分

285ａ 1919年、フロリダ州ペンサコラの基地に、フランク・ウィードを始め海軍兵学校を ジョン・ウェイン モーリーン・オハラ、ワード・ボンド アメリカ ジョン・

285ａｂ 荒鷲の翼 出た若い士官連が到着した。当時はアメリカも空軍力の重要性をあまり認めず、1956年 ダン・ディリー ケン・カーティス、エドモンド・ロウ ＭＧＭ フォード １１０分

392ａ 第2次大戦で連合軍が、ようやく反撃に移ろうとしている頃。鷲の城と呼ばれる リチャード・バートン メアリー・ユーア、マイケル・ボーダン アメリカ ブライアン・

392ａｂ 荒鷲の要塞 ドイツ情報本部に、アメリカのカーナビー将軍が捕われの身となっていた 1968年 クリント・イーストウッドパトリック・ワインマーク、ロバート・ビディー ＭＧＭ G・ハットン １２６分

362ａ 剣の達人ドン・ディエゴは故郷スペインに帰る途中、南米カルタヘナの港町で アラン・ドロン スタンリ―・ベイカー、エンシォ・セルシコ ドゥッチオ・

362ａｂ アラン・ドロンのゾロ 旧友のミゲルに会った。ミゲルは、ニュー・アラゴンの新総督に任じられ、妻子を伴って任地に赴く途中だった1975年 オッタビア・ビッコロ ムスタシュ、アドリア‐ナ・アスティ イタリア テッサリ 124分

292ａ イタリア・ローマ。ある日、ジェンマのもとに、青春時代を過ごしたサラエボに ペネロペ・クルス アドナン・ハスコヴィッチ、サーデット・アクソン 伊・スペイン セルシオ・

292ａｂ ある愛へと続く旅 住む旧い友人ゴイコ(アドナン・ハスコヴィッチ)から電話がかかってくる。 2012年 エミール・ハーシュ ジェーン・バーキン、ピエトロ・カステ コムストック カステリット １２９分

209a 1991年、ミシガン州ブラナガン。エセル・アンはアイルランドのジミーと シャーリー・マクレーンミーシャ・バートン、スティーヴン・アメル 伊・カナ・米 リチャード・

209ab ある日の指輪を待つきみへ 名乗る青年から、ベルファストの丘で、エセルとテディという名が刻まれた指輪を発見したという2007年 クリストファー・プラマーネーヴ・キャンベル、ブレンダ・フリッカー 松竹 アッテンポロー１１８分

132a ローマ帝国が崩壊寸前の4世紀末、エジプト・アレクサンドリア。人々は レイチェル・ワイズ オスカー・アイザック、マイケル・ロンズ スペイン アルハンドロ

132ab アレキサンドリア 古代の神をあがめていたが、ユダヤ教とキリスト教が勢力を広げつつあった2009年 マックス・ミンゲラ サミ・サミール、アシュラフ・バルフル ギャガ アメナーバル１２７分

284ａ 1920年代から30年代初期の禁酒法は闇酒場を横行させ、犯罪組織は ケビン・コスナー アンディ・ガルシア、チャールズ・ アメリカ ブライアン・

284ａｂ アンタッチャブル 酒の密造とカナダからの密輸により莫大な利益をあげていた。地元の警察や裁判所を1987年 ショーン・コネリー ロバート・デ・ニーロ、ビリー・ドラゴ パラマウント デ・パルマ １１９分

446a 1930年、9月。エリオット・ネスが、財務省から、ここシカゴに特別調査官として ケビン・コスナー チャールズ・マーティン・スミス、アンディ・ガルシア アメリカ ブライアン・

446ab アンタッチャブル  （１） 派遣されてきた。禁酒法下のシカゴでは密造酒ともぐり酒場は実に10億ドル市場といわれ、 1987年 ショーン・コネリー ロバート・デ・ニーロ、リチャード・ブラッドフォード パラマント デ・パルマ 　120分

062a 兄のオブロンスキーによばれてモスクワにやってきたアンナ・ キーラ・ナイトレイ アーロン・テイラー＝ジョンソン 英・仏 ジョー・

062ab アンナ・カレーニナ はモスクワ駅で ヴロンスキーと運命的な出会いをする。浮気がばれて妻と 2012年 ジュード・ロウ ケリー・マクドナルド、マシュー・マク ユニバーサル 　　　ライト １３０分

281ａ 地球に取り残された異星人と子どもたちの交流を描いた大ヒットSFファンタジー ディー・ウォーレス ロバート・マクノートン、ドリュー・バリモア アメリカ スティーブン

281ａｂ Ｅ・Ｔ アメリカのとある森に、地球の植物を調査するため宇宙船が飛来する。人間たちの追跡が迫り1982年 ヘンリー・トーマス ピーター・コヨーテ、k・C・マーテル ユニヴァーサル スピルバーグ１１５分

313a マリファナの密輸で大金を手にしたキャプテン・アメリカとビリーは、 ピーター・フォンダ ジャック・ニコルソン、 アメリカ デニス・

313ab イー・ジー・ライダー 大型オートバイを買い、旅に出た。2人は、自由の国アメリカの幻影を求めて、1969年 デニス・ホッパー アントニア・メンドサ コロムビア ホッパー 　９５分

212a かつてはミズーリ州境の無法者、今はオレゴン州奥地へ移動する ジェームズ・スチアートジュリー・アダムス、ロック・ハドソン アメリカ アンソニー・

212ab 怒りの河 開拓団の誠実な道案内人を勤めるグリン・マクリントックが、今しリンチという1951年 アーサー・ケネディ ロリー・ネルソン、シェイ・C・フリッペン ユニヴァーサル チェイス 　９１分

425a 1968年に起きたコロンビア大学の学園紛争をモチーフとし、ごく普通の ブルース・デヴィソンバッド・コート、ダニー・ゴールドマン アメリカ スチュアート

425ab いちご白書 大学生サイモンは、学生運動に参加する女性リンダと知り合い、 　1970年 キム・ダービー マレー・マグレオド、アンドリュ‐・バークス ＭＧＭ ・八グマン 　109分

001a 1920年代の頃。コルネットが得意の田舎青年レッド・ニコルズは、 ダニー・ケイ ルイ・アームスストロング・ボブ・クロスビー メルビル



001ab 五つの硬貨 ウィル・パラダイスの楽団に入ってギターのトニーや歌手のボビー　 1959年 バーバラ・ベル・ゲデスハリー・ガーディノ・Ｓｕｓａｎ・Ｇｏｒｄｏｎ パラマント シェイブルソン１１７分

215a 建築家マークは、美しい妻ジョアンナと自家用車をとばしていた。 オードリー・ヘップバーンウイリアム・ダニエルズ、エリナー・ブロン アメリカ スタンリー・

215ab いつも２人で ふたりはフランスへの旅行を始めたのだ。マークは建築家としては名をなしたが1967年 アルバート・フィニークロード・ドーファン、ナディア・グレイ 20世紀Fox ドーネン １１２分

219a 59年、バーモントの全寮制学院ウェルトン・アカデミーの新学期に、 ロビン・ウィリアムズイーサン・ホーク、ジョシュ・チャールズ アメリカ ピーター・

219ab いまを生きる 同校のＯＢという英語教師ジョン・キーティングが赴任してきた 1989年 ロバート・ショーン・レナードゲイル・ハンセン、ディラン・カスマン ワーナー ウィアー １２８分

270a 1873年7月4日、リン・マカダムと“ハイ・スペード”ジョニー・ウィルスンは ジェームス・スチュアートダン・デュリエ、スティ‐ブン・マクナリー アメリカ アンソニー・
270ab ウィンチェスター銃’73 仇敵ヘンリー・ブラウンを求めてドッジ・シティに乗り込んだ。ヘンリーは、 1950年 シェリー・ウィンタースミラード・ミッチェル、チャールズ・ドレイク 日本ユニヴぁ― マン 　９３分

460a 物語は物寂しい西部のアリゾナ州にある駅から始まる。駅のホームで チャールス・ブロンソンヘンリー・ホンダ、ジェイソン・ロバーツ アメリカ セルジオ・

460ab ウエスタン 何者かを待ち受ける屈強な三人のギャングたち。そこに現れたハーモニカを吹く謎のガンマンは　1968年 クラワディア・カルヂナーレガブリエル・フェルゼンティ、フランク・ウルフ パナマウント ディオーネ 　165分

148a シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を下敷きにした大ヒットブロードウェイ ナタリー・ウッド ジョージ・チャキリス、リタ・モレノ アメリカ ソウル・

148ab ウエスト・サイド物語 ・ミュージカルを、巨匠ロバート・ワイズとミュージカル版を手掛けた 1961年 リチャード・ベイマ―ラス・タンブリン、ホセ・デ・ヴェガ ユナイテッド チャップリン １５１分

249ａ ニューヨーク・マンハッタンのスラム街を舞台にイタリア系のジェット団と ナタリー・ウッド ジョージ・チャキリス、リタ・モレノ アメリカ ソウル・

249ａｂ ウエスト・サイド物語【吹替版】 プエルトリコ系のシャーク団の抗争と悲劇を描く。61年度のアカデミー賞では作品賞、監督賞を含む10部門で受賞した。1961年 リチャード・ベイマーラス・タンブリン、ホセ・デ・ヴェガ ユナイテッド チャップリン １５１分

008a カメラマンのジェフは足を骨折し、ニューヨークはグリニッチ・ヴィレッジ　 ジェームス・スチュアートレイモンド・バー、セルマ・リッター アルフレッド

008ab 裏窓 のアパートで療養中。身動きの取れない彼にとって退屈しのぎの楽しみは、窓から　1954年 グレース・ケリー ウェンデル・コーリイ ユニバーサル ヒッチコック １１５分

070a 富豪ララビー家のお抱え運転手の娘サブリナは、邸の次男坊 ハンフリー・ボガートウイリアム・ホールデン、ウォルター アメリカ ビリー・

070ab 麗しのサブリナ デイヴィッドに仄かな思いを寄せていた。しかし父は娘に叶わぬ恋を 1954年 オードリー・ヘップバーンジョン・ウイリアムス、マーサ・ハイヤー パラマウント ワイルダー １１３分

034a カレン・ライトとマーサ・ドビーは学生時代からの親友であり、共同で オードリー・ヘップバーンジェームズ・ガーナ―、ミリアム・ホプ アメリカ ウイリアム・

034ab 噂の二人 寄宿学校を経営していた。父兄からの信望も厚く、カレンの2年越しの恋人は1961年 シャーリー・マクレーンフェイ・べインター、ヴェロニカ・カー ユナイテッド 　ワイラー １０７分

428a 数百人の乗客を乗せた巨大なジャンボ・ジェット機ボーイング747が、 チャールトン・ヘストンジョージ・ケネディー、グロリア・スワンソン アメリカ ジャック・

428ab エアポート’75　＜吹替え版＞ 飛行中に小型機と激突、操縦不能となった。乗客の恐怖と地上の救援活動を描くスカイ・アドベンチャー。　1974年 カレン・ブラック エフレム・ジンバリスト・Ｊｒ スマイト 　107分

099a スティーヴンスは、億万長者のビジネスマンで美術収集家。 ジャック・レモン リー・グラント、ブレンダ・バッカロ アメリカ ジェリー・

099ab エアポート’７７～バミューダからの脱出～ その彼がコレクションと邸宅を美術館として寄贈するため、彼の自家用 1977年 ジェームズ・スチュアートオリビア・デ・ハビランド、ジョセフ・ ＣＩＣ ジェームソン１１３分

101a 危機また危機、華麗にパリへ向け飛びたつコンコルドの行く手に待ち アラン・ドロン ロバート・ワグナー、シルビア・クリステル アメリカ デヴィッド・

101ab エアポート’80～エア・パニック！コンコルドに迫るミサイル～ 受けるものは？アカデミー賞スタッフと豪華キャストで描く、 1979年 スーザン・ブレイクリージョージ・ケネディー、デビッド・ワーナー ユニバーサル ローウェル・ １２３分

105a SF人間ドラマ。近未来。人々の周りには彼らをサポートするために ハーレイ・ジョエル・オスジュード・ロウ、サム・ロバーズ アメリカ スティーブン

105ab Ａ・Ⅰ 造られたロボットがあふれていた。外見は人間と変わらないロボットたちだが、2001年 フランシス・オコナ―ブレンダン・グリーソン、ジェイク・トーマス ワーナー スピルバーグ１４６分

081a 死にとらわれた若者たちの愛と再生を描いた青春映画。交通事故で ヘンリー・ホッパー 加瀬亮、シュイラー・フィスク、 アメリカ ガス・バン・

081ab 永遠の僕たち 両親を亡くし臨死体験をした少年イーノックは、それ以来、自分だけに見える死の世界2010年 ミア・ワシコウスカ ジェーン・アダムス、ルシア・ストラス ソニー・ピク 　　サント 　９０分

202a 国際級プロ・レーサー、マイク・デラニーは“ル・マン24時間レース” スティーブ・マックイーンヘルガ・アンデルセン、ロナルド・ライヒ アメリカ リー・H・

202ab 栄光のルマン 出場のため、ポルシェを駆ってル・マンに向かっていた。金曜日、午前6時。 1971年 ジークフリート・ラウヒフレッド・アルティナ―、アンジェロ 東和 カッツイン １０９分

200a 現イギリス女王エリザベス2世の父ジョージ6世の伝記をコリン・ファース コリン・ファース ヘレン・ボナム・カーター、ガイ・ビアース 伊・豪・ トム・

200ab 英国王のスピーチ 主演で映画化した歴史ドラマ。きつ音障害を抱えた内気なジョージ6世が 2010年 ジェフリー・ラッシュ デレク・ジャービ、マイケル・ガンボン ギャガ フーバー １１８分

233a 1885年頃、アリゾナのトントから今のニューメキシコのローズバーグまでの クレア・トレヴァー アンディ・デヴァイン、ジョン・キャラダイン アメリカ ジョン・

233ab 駅馬車　－ジョン・ウェイン 路は、荒野を駅馬車で横切って、たっぷり2日を要した。大男のくせに 1939年 ジョン・ウエイン トーマス・ミッチェル、ルイズ・ブラット ユナイデッド トレヴァー 　９６分

407ａ 1885年頃、アリゾナのトントから今のニューメキシコのローズバーグまでのクレア・トレヴァーアンディ・デヴァイン、ジョン・キャラダイン アメリカ ジョン・

407ａｂ 駅馬車　　　　　（１） 路は、荒野を駅馬車で横切って、たっぷり2日を要した。大男のくせに1939年 ジョン・ウエイン トーマス・ミッチェル、ルイズ・ブラット ユナイデッド トレヴァー 　９６分

183a 狂信的な回教徒ベン・ユーサフは、アフリカからヨーロッパ侵略の機会を チャールストン・ヘストンラフ・ヴァローネ、ジョン・フレーザー アメリカ アンソニー・

183ab エル・シド 窺っていた。彼はムーア人の諸公を煽動しては、カスティール国境の村を脅かした。1961年 ソフィア・ローレン ゲイリー・レイモンド、ハード・ハットン コロムビア 　　マン １８４分

442a ガンファイターのコールはテキサスのエル・ドラドに久しぶりにやって来た。 ジョン・ウェイン ジェームズ・カーン、シャーリン・ホルト アメリカ ハワード・



442ab エル・ドラド 迎えたのはシェリフになった旧友ハラーのライフル銃と、昔の恋人、酒場の女主人 1966年 ﾛｰﾊﾞｰﾄ・ミッチャムミシェル・ケーリー、アーサー・ハニカット パラマント ホークス 　分
024a ガンファイターのコールはテキサスのエル・ドラドに ジョン・ウェイン ジェームズ・カーン、シャーリン・ホルト アメリカ ハワード・

024ab エル・ドラド（吹き替え） 久しぶりにやって来た。迎えたのはシェリフになった旧友ハラー1966年 ロバート・ミッチヤムミシェル・ケーリー、アーサー・ハニカット パラマント 　ホークス １２６分

336a ホワイトハウスが北朝鮮のテロリストに占拠され、合衆国大統領が人質に ジェラルド・パトラ― モーガン・フリーマン、リック・ユーン、 アントワーン・

336ab エンド・オブ・ホワイトハウス 前代未聞のテロを遂行したアジア人テロリストの要求は二つ。 2013年 アーロン・エッガートアンジェラ・バセット、 アメリカ フークワ 120分

102a スイス。ジュネーブにあるスイス銀行の大金庫は万全の備えをもつ ロッサナ・ボデスタ ホセ・スアレス、ガストーネ・モスキン イタリア マルコ・

102ab 黄金の七人 最新式のものだ。扉は電子装置で開閉、地下には坑道をめぐらし電気写真装置、侵水装置など1965年 フィリップ・ルロワ ガブリエレ・ティンティ、モーリス・ボリ Ｌ’Ａｔｌａｎｔｉｃａ ビカリオ 　９５分

103a 危ないところでローマ警察の追求の手をのがれた“黄金の七人”こと ロッサナ・ボデスタ エンリコ・マリア・サレルノ、ガストーン イタリア マルコ・ 　
103ab 続・黄金の七人 アルベール教授と六人の男たち、それに美しいジョルジァは、計画を練り直し、1966年 フィリップ・ルロワ ガブリエレ・ティンティ、モーリス・ボリ ヘラルド ビカリオ １０１分

042a 1870年代のテキサス州サンラファエルに、東部から1人の紳士 グレゴリー・ペック キャロル・ベイカー、チャールトン・ アメリカ ウイリアム・

042ab 大いなる西部 ジェームズ・マッケイが、有力者テリル少佐の1人娘パットと結婚するために 1958年 ジーン・シモンズ バール・アイブス、チャールズ・ビック ユナイテッド 　　ワイラー １６３分

417ａ フロリダ南方の灼熱の島バハマ。一匹狼の殺し屋ジェフは愛人バネッサと チャールズ・ブロンソンテリー・サヴァラス、 セルジオ・

417ａｂ 狼の挽歌 ドライブ中、何者かに追跡されて町の一角に追いつめられた。 1970年 ジル・アイランド ウンベルト・オルシーニ イタリア ソリーマ 110分

135a 酒と賭博に身をもちくずした元歯科医ドク・ホリデイはフォート・グリフィンの バート・ランカスターロンダ・フレミング、ジョー・ヴァン・ アメリカ ジョン・

135ab ＯＫ牧場の決斗 町で3人組の殺し屋を返り討ちに倒したが、嫌われ者の彼は町民のリンチにかけられようとした1956年 カーク・ダグラス ジョン・アイアランド、ライル・ベトガー パラマント スタージェス１２２分

120a シャルル・ボネは美術の愛好家であり収集家である。また美術品を オードリー・ヘップバーンイーライ・ウォラック、ヒュー・グリフィス アメリカ ウイリアム・

120ab おしゃれ泥棒 美術館に寄附する篤志家でもある。さらに時々はコレクションの一部を競売に出す1966年 ピーター・オトゥ－ルシャルル・ボワイエ、フェルナン・グラ ⒛世紀Fax ワイラー １２３分

419ａ 宇宙飛行士のマーク・ワトニーは火星への有人探査計画であるアレス3に マット・デイモン クルスティン・ウイグ、マイケル・ベーニア 20世紀Fox リドリー・

419ａｂ オデッセイ クルーとして参加する。宇宙船ヘルメス号で火星に到着したワトニーらクルー達は、地表を探査任務中、1960年 ジェシカ・ジャスティンショーン・ビーン、ケイト・マーラー アメリカ 　スコット 141分

261a 南北戦争後のテキサスのある村。16歳のベン・モックリッジはカウボーイに ゲイリー・グライムスルーク・アスキュー、ボー・ホプキンス アメリカ ディスク・

261ab 男の出発(たびたち） なることを夢見ていた。彼は、母親に内緒で買った拳銃を友達に見せ、その感触を楽しんだ。1972年 ビリー・グリーン・ブッシュシェフリー・ルイス、ウエイン・サザーリン フォックス リチャーズ 　９２分

176a 19世紀のパリ、オペラ座。その地下に住む謎の怪人ファントムは、 ジェラルド・パトラ― パトリック・ウイルソン、ミランダ・リチャード アメリカ ジョエル・

176ab オペラ座の怪人 新人歌手クリスティーヌに惹かれ、姿を隠して歌を指導し彼女に主演させるため2004年 エミー・ロッサム ミニー・ドライバー、キアラン・ハインズ ギャガ ショーマカー１４３分

058a 1935年、私立探偵エルキュール・ポアロは大陸横断列車オリエント アルバート・フィニーマーティン・バルサム、イグリット・ イギリス シドニー・

058ab オリエント急行殺人事件 急行に乗り、ロンドンを目指していたが、豪雪のため列車が立ち往生してしまう1974年 ローレン・バコール ジャックリーン・ビセット、ジャン＝ パナマウント 　　ルメット １２８分

275ａ アーカンソー州西部地区保安官代理ルースター・コグバーンは、派手に ジョン・ウエイン ストローザー・マーティン、リチャード アメリカ スチアート
275ａｂ オレゴン魂 人殺しをやりすぎるために、パーカー判事にバッジを取りあげられてしまった。ところがある日、1976年 キャサリン・ヘップバーンアンソニー・ザーブ、ジョン・マッキン対ア ユニバーサル ミラー １０８分

131a 世界恐慌下のアメリカのテキサス。刑務所を出所してきた ウォーレン・ベイティマイケル・Ｊ・ボラード、ジーン・ハックマン アメリカ アーサー・

131ab 俺たちに明日はない ばかりのクライドが例によって駐車中の車を盗もうとした時、近くの2階から声をあげて1967年 フェイ・ダナウエイ エステル・バーゾンズ、デンバー・ ワーナー 　　ベン １１２分

180a 1866年から68年、世界各地の海で怪事件が次々と起った。航行中 の船が カーク・ダグラス ポール・ルーカス、ペーター・ローレ アメリカ リチャード・

180ab 海底二万哩 怪物に襲われ沈没する。米国政府は調査艦の派遣を決定し、海洋学者 1954年 ジェームズ・メイソンロバート・Ｊ・ウィルク、カールトン・ 大映洋画 フライシャー１２７分

320a 1875年、ゴールド・ラッシュのアメリカ北西部へマット・コールダーという男が、 ロバート・ミッチヤムロリー・カルホーン、トミー・レッティグ アメリカ オットー・

320ab 帰らざる河 今年16歳になる息子マークの行方を尋ねてやって来た。マークは酒場の芸人1954年 マリリン・モンロー マーヴィン・ヴァイ、ダグラス・スペンサー 20世紀Fox プレミンシャー　９１分

311a ドイツ人のナチスドイツに対する歴史認識を大きく変えたとされる1963年の アレクサンダー・フェーリングトーマス・グニルカ、アンドレ・シマンスキ ドイツ ジュリオ・

311ab 顔のないヒトラーたち アウシュビッツ裁判を題材に、真実を求めて奔走する若き検事の闘いを描いたドラマ。2015年 フリーデリーケ・ベヒトヨハン・フォン・ビューロー、フリッツ アットエンタ リッチャレッリ１２３分

205a 1870年のロンドン。オールクィスト家に起こった歌手アリス・オ ールクィスト嬢の シャルル・ボワイエ ジョセフ・コットン、ディム・メイ・ホイッティ アメリカ ジョージ・

205ab ガス燈 殺人事件は未だ犯人があがっていなかった。アリスの姪ポーラはグレゴリー・アントンと1944年 イングリッド・バークマンアンジェラ・ランズベリー、バーバラ キューカー １１４分

415ａ 前篇＝1861年、南北戦争が始まろうとする直前。ジョージア州タラの ヴィヴィアン・リー オリヴィア・デ・ハヴィランド、レスリー・ハバード アメリカ ヴィクター・

415ａｂ 風と共に去りぬ 大地主ジェラルド・オハラの長女スカーレットは、樫の木屋敷と呼ばれる同じ大地主2005年 クラーク・ゲーブル イヴェリン・キース、トーマス・ミチェル ＭＧＭ フレミング ２３１分

104a ある日、ショッピングセンターを訪れた初老の歯科医ジョルジュは、 サビーヌ・アゼマ アンヌ・コンシニ、エマニュエル・ドウ 仏・イタリア アラン・



104ab 風にそよぐ草 駐車場に捨てられていた財布を偶然拾う。お金は抜き取られていたが、 2009年 アンドレ・デュソリエ マチュー・アマルリック、ミシュル・ヴ 東宝東和 　レネ １０４分

049a あの夏からは総てが変わった。何もかもが永遠に－－1年前の夏 デボラ・カー ジーン・セパーグ、ミレーヌ・ドモン アメリカ オットー・

049ab 悲しみよ　こんにちは！ 17歳の私は全く幸福だった。海を見下ろす南仏セント・トラペッツの丘の 1958年 デイヴィッド・二―ヴンジェフリー・ホーン、ジュリエット・グレコ コロンビア ブレミンジャー　９３分

092a 西部に鉄道の敷設された頃、旅回りの行商人ジョニイは、行きがかりで ダン・デイリー ロリー・カルホーン、ウォルター・ブレ アメリカ リチャード・

092ab 彼女は二丁拳銃 トマホーク行の処女列車に乗ったが、この列車は一定期限内にトマホークに到着しないと1950年 アン・バクスター チャールズ・ケンバー、コニー・ギル セントラル 　　セイル 　９１分

181a キャシー刑事は、自殺死体が高校時代の同級生だったカルメン・アルバだと グレン・クローズ キャシー・ベイカー、キャリアスタ・ アメリカ ロドリゴ・

181ab 彼女を見ればわかること 知る。〈第1話〉医師のエレインは、自宅で痴呆症が進行している年老いた 1999年 ホリー・ハンター キャメロン・ディアス、エイミー・ブレ ギャガ ガルシア １１０分

303a ルイ13世に仕えた親衛隊の面々であるアラミス、ポルトス、アトスもすっかり レオナルド・デカプリオジョン・アルコウィッチ、ジェラール アメリカ ランダム・

303ab 仮面の男 年老いた。その中でただひとり、ダルタニアン銃士隊長として若きルイ14世の下に仕えていた1998年 ジェレミー・アイアンズガブリエル・バーン、アンヌ・バリロー ＵＩＰ ウォレス １３２分

191a 五十を過ぎてもなお、肉欲にとりつかれているフョードル・カラマーゾフ。 ミハイル・ウリヤーノフアンドレイ・ミヤフコフ、リオネラ・ブイリ ソ連 イワン・

191ab カラマーゾフの兄弟　一部 親譲りの性格により、予備大尉の身を放縦な毎日に埋没させている、 1968年 キリール・ラウロフ スヴェトラーナ・コルコーシコ、Ｍａｒｋ 東和 ブイリエフ ２３２分

193a このフョードル殺人事件の被疑者として逮捕され、裁判によって真犯人が

193ab カラマーゾフの兄弟　三部 明らかにされます。フョードルを殺したのは誰か、はたまた 1968年

192a 長男ミーチャが借金の穴埋めとグルーシェニカを探して走り回ります

192ab カラマーゾフの兄弟　二部 グルーシェニカは昔の情夫？が迎えに来て、ミーチャを振ってこの男のもとに駆けつけたのですが、1968年

247ａ 十九世紀初頭の春。フランス社交界にそのドン・ファンの名も高い シルヴィア・クルステルナタリー・ドロン、シゼール・カサドジュ フランス ロジェ・

247ａｂ 華麗な関係 シャルル伯爵は、世間を避けて伯母の別荘に身を寄せていた 1976年 ジョン・フィンチ ＭａｒｉｅＬｅｂｅｅ、ジャック・ベルティエ 東宝東和 ヴァディム 　９４分

268a 一八八〇年も終りに近い頃のニュー・メキシコ－－フォート・サージュ地区 ブリジッド・バルドー ミシュリーヌ・ブレール、マイケル・J 仏・伊・スぺイン クリスチャン

268ab 華麗なる対決 一帯を荒し、人々に恐れられていたフランシー・キングという武装強盗団の一味の正体は1971年 クラウディア・カルディナーレパティ・シュパード、テレサ・仁ベラ 松竹 ジャック 　９５分

269a 南部の退役軍人ジョン・ブレッケンリッジは妻ベルと娘ミッシーをつれ ロック・ハドソン ドロシー・マローン、ジョゼフ・コットン アメリカ ロバート
269ab ガン・ファイター 1000頭の牛とともにメキシコの牧場を去りテキサスに行こうとした。 1961年 カーク・ダグラス キャロル・リンレイ、ネヴィル・ブランド ユニヴァーサル アルドリッチ１１３分

353ａ 第二次大戦中の南大西洋。ドイツのＵボート狩りをやっていたアメリカの駆逐艦 ロバート・ミッチャムアル・ヘディソン、セオドア・バイケル ディック・

353ａｂ 眼下の敵 ヘインズ号のマレル艦長は着任以来自室に閉じこもりきりだった 1957年 クルト・ユルゲンスラッセル・コリンス、クルト・クリュ‐ガ‐ アメリカ パウエル 　97分

208a 世界大戦が始まってから2年、1915年の秋、オーストリアはウィーンの裏町に マレーネ・デェートリッヒルー・コディ、グスタフ・フォン・セイファー アメリカ ジョセフ・フォン・

208ab 間諜Ⅹ27 幾多の売春婦たちが、崩れ行く祖国を眺めながら寂しく日を送っていた 1931年 ヴィクター・マクラグレンワーナー・オーランド、バリー・ノートン パラマウント スタンバーグ ９１分

278ａ その昔、サンフランシスコ・ジャイアンツの二軍投手の時代、キャンプ試合で ウォルター・マッソーヴィック・モロー、ジョイス・ヴァン アメリカ マイケル・
278ａｂ がんばれ！ベアーズ かのテッド・ウィリアムスを三振にとったことが唯一の誇りである、 1976年 テイタム・オニール ベン・ピアザ、ジャッキー・アール パラマント リッキー １０２分

412ａ その昔、サンフランシスコ・ジャイアンツの二軍投手の時代、キャンプ試合でウォルター・マッソーヴィック・モロー、ジョイス・ヴァン アメリカ マイケル・

412ａｂ がんばれ！ベアーズ（吹替版） かのテッド・ウィリアムスを三振にとったことが唯一の誇りである、1976年 テイタム・オニールベン・ピアザ、ジャッキー・アール パラマント リッキー １０２分

052a オクラホマ州、平和町ポーニー。テキサス州から遊びに来た2人の カーク・ダグラス キャロリン・ジョーンズ、アール・ホリマン アメリカ ジョン・

052ab ガンヒルの決斗 若者リックとリーは、酒の勢いでインディアンの女を殺してしまった 1959年 アンソニー・クイン ブラッド・デクスター、ブライアン・ハット パラマント スタージェス　９４分

321a メキシコ革命時代。ある日、革命軍が占領していたアン・ベルナディノの町に フランコ・ネロ トマス・ミリアン、フェルナンド・レイ 伊・仏・独 セルシオ・

321ab ガンマン大連合 ヨド（Ｆ・ネロ）がやってきた。彼は革命軍に武器を売りつけようと目論んでいたが1970年 ジャック・バランス アイリス・バーベン 20世紀Fox コルプッチ 120分

244ａ 1876年。西部の白人達は、一斉蜂起したインディアン種族のために苦境 ジョン・ウエイン ジョン・エイガ―、ベン・ジョンソン アメリカ ジョン・

244ａｂ 黄色いリボン に立たせられた。スタアク砦のブリトルス大尉は老齢のためあと6日で退役の身であったが1949年 ジョアン・ドルー ハリー・ケイリー・ジュニア、ヴィクター セントラル フォード １０３分

184a マークはいかさまカード師。あるホテルで休暇を過していたが アラン・ドロン ローラ・オルブライト、オリヴィエ・ フランス ルネ・

184ab 危険がいっぱい ある日、四人のアメリカのギャングに連れ去られた。マークがボスの妻君に 1964年 ジェーン・フォンダ カール・スデューダー、ソレル・ブルック ＭＧＭ クレマン 　９７分

151a ダン・ギャラガーがアレックス・フォレストにはじめて会ったのは マイケル・ダグラス アン・アーチャー、エレン・ハミルトン アメリカ エイドリアン

151ab 危険な情事 出版記念パーティの席だった。ダンは有能な弁護士で、美しい妻ベスと6歳になる娘1987年 グレン・クローズ スチュアート・パンキン、ＥｌｌｅｎFoley パラマント 　・ライン １１９分

083a  南北戦争の戦いの一つビックスバーグの包囲戦の指揮をとった ジョン・ウエイン コンスタンス・タワーズ、アルシャ・ アメリカ ジョン・



083ab 騎兵隊 ベンジャミン・グリアソン将軍がモデルになっている 1959年 ウイリアム・ホールデンアンナ・リー、ラッセル・シンプソン ユナイテッド 　　フォード １２０分

276ａ 実話をもとに、交通事故で夫の存在を忘れてしまった妻と、彼女の愛を チャニング・テイタムジェシカ・ラング、サム・ニール アメリカ マイケル・
276ａｂ 君への誓い 取り戻そうとする夫の姿を描く。妻のペイジと夫のレオは幸せな結婚生活を送っていた、2012年 レイチェル・マクワダムスジェシカ・マクナミー、ウェンディ・ スパイグラス スーシー １０４分

235ａ 中央アメリカのラス・ピエドラスという町は世界各国の食いつめ者が イブ・モンタン ベラ・クルーソー、フォルコ・ルリ 仏・イタリア アンリ＝ジョルジュ

235ａｂ 恐怖の報酬 集るところだ。コルシカ人マリオもその例外ではなかったが、彼には酒場の 1952年 シャルル・バネル ベーター・バン・アイク、ウィリアム・ 　東和 クルーソー １３１分

413ａ 舞台は古代エジプト。神と人間が共存する世界で王座をかけたバトルが勃発 ブレントン・スウェイン、チャドイック・ボースマン、エロディン・ユン アメリカ アレクス・

413ａｂ キング・オブ・エジプト（吹替版） 鍵を握るのは、奪われた恋人を救うために立ち上がった盗賊ベック。巨大ピラミッドの迷宮　2016年 ニコライ・コスター、 コートニー・イートン、ルーファス・シーウエル ギャガ プロヤス １２７分

109a 南洋の髑髏島（Skull Island）から見世物にされるためにニューヨークへ フェイ・レイ フランク・ライヒャー、サム・ハーディー アメリカ メリアン・Ｃ・

109ab キング・コング 連れて来られた巨猿である。髑髏島におけるコングの身長は18フィート 1933年 ブルース・キャボットノーブル・ジョンソン ＲＫＯ クーパー １００分

020a ダンケルクの撃退など諸戦の大勝利に酔うヒトラーは、スイス駐在の ハリー・アンドリューストレヴァー・ハワード、クルト・ユルゲンス イギリス ガイ・

020ab 空軍大戦略 英大使サー・デイビッド・ケリーに和平使節を送った。しかし、チャーチル首相下1969年 マイケル・ケイン ケネス・モア、ローレンス・オリヴィエ ユナイト ハミルトン １３０分

350ａ ダンケルクの撃退など諸戦の大勝利に酔うヒトラーは、スイス駐在の英大使 ハリー・アンドリューストレバ―・ハワード、クルト・ユルゲンス ガイ・

350ａｂ 空軍大戦略　　　（１） に和平使節を送った。しかし、チャーチル首相下のイギリスは戦闘を宣言した。1969年 マイケル・ケイン ケネス・モア、ローレンス・オリヴィエ イギリス ハミルトン 130分

234a 1953年、テレビ黎明期のアメリカ。国民は、マッカーシー上院議員による デヴィッド・ストラザーンバトリシア・クラークソン、レイ・ワイズ アメリカ ジョージ・

234ab GoodＮｉｇｈｔ，andGood　Ｌｕｃｋ． 共産主義者を告発する運動”赤狩り“に怯えて暮らしていた。そんな中、 2005年 ロバート・ダウニー・フランク・ランジェラ、ジェフ・ダニエルズ 東北新社 クルーニー 　９３分

082a カナダからニューヨークに帰る途中に知り合った女から、夫のサムが オードリー・ヘップバーンアラン・アーキン、サマンサ・ジョーンズ アメリカ テレンス・

082ab 暗くなるまで待って 人形を預かって来たことで、盲目の妻スージーは、思いがけない 1967年 エフレム・ジンバリストリチャード・クレンナ、Ｊｕｌｉｅ　Ｈｅｒｒｏｄ ワーナー 　ヤング １０８分

251ａ 天下の名剣グリーン・デスティニー(碧名剣)の使い手として名を轟かせる チョウ・ユンファ チャン・ツィイー、チャン・チェン 米・中 アン・

251ａｂ グリーン・デスティニー リー・ムーバイは、剣を置く決意をし、瞑想修行を途中で切り上げ女弟子 2000年 ミシュエル・ヨー ラン・シャン、チェン・ペイペイ、リー ソニー・ピク 　リー １２０分

433a 人気の絶頂でハリウッド・スターの座を捨て、モナコ公妃となったグレース・ケリーはニコール・キッドマンフランク・ランジェラ、パーカー・ポージー 仏・伊・英 オリヴィエ・

433ab グレード・オブ・モナコ モナコ宮殿のしきたりに馴染めず、公務に勤しむ夫レーニエ3世とのすれ違いも重なり孤独を感じていた。　2014年 テイム・ロス デレク・ジャコビ、マイロ・ヴィンティミリア ベルギー ダアン 　103分

125a 紀元前48年、エジプト王国は内乱につぐ内乱を重ね、新興ローマの覇勢に エリザベス・テイラーレックス・ハリソン、バメラ・ブラウン アメリカ ジョセフ・Ｌ・

125ab クレオパトラ 滅亡寸前のありさまだった。幼いプトレマイオス14世をを立てる一派は、 1963年 リチャード・バートン ジョージ・コール、ヒューム・クロ―ニン ⒛世紀Fax マンキーヴィッツ１９２分

175a 若いトロンボーン奏者グレン・ミラーは、新しい音楽を創り出す ジェームズ・スチアートヘンリー・モーガン、チャールズ・ドレイク アメリカ アンソニー・

175ab グレン・ミラー物語 悲願を抱き、そのため苦しい生活を忍んでいた。彼の親友のピアノ奏者チャミイさえも、1954年 ジューン・アリソン マリオン・ロス、アーヴィング・ベーコン ユニヴァーサル 　　マン １１７分

019a アメリカ公民権運動の最中、アラバマ州セルマで起こった血の日曜日 デビッド・オイェロウォキューバ・グディング・J、アレっサンド アメリカ エバ・

019ab グローリー 事件を題材に描いた歴史ドラマ。1965年3月7日、前年にノーベル平和賞を 2014年 トム・ウイルキンソンカルメン・イジョゴ、ロレイン・トゥ-サ トランスター デュバーネイ１２８分

223a 大金持ちの美女ローレン・ステイトンが婚約者ニックを殺害。 ピーター・フォーク クローディア・クリスチャン、アルマンド アメリカ ヴィンセント・

223ab 刑事コロンボ／恋におちたコロンボ コロンボのほろ苦い恋物語であるため、本来のコロンボ作品のような楽しみ方は困難。1993年 フェイ・ダナウエイ ビル・メイシ―、ジョン・フィネガン マケヴィティ 　９３分

221a マディガンとロコ・ボナーロは、スパニッシュ・ハーレム地区第23分署の リチャード・ウイドマークインガ―・スティーヴンス、ハリー・ アメリカ ドン・

221ab 刑事マディガン 敏腕刑事である。ある日2人は、ブルックリン地区の、名うてのやくざ、ベネシュのアパートに踏みこんだが、1967年 ヘンリー・フォンダ ジェームズ・ホイットモア、スーザン ユニヴァーサル シーゲル １００分

436a 運転中に追い抜いたトレーラーから執拗に追跡されるセールスマンの デニス・ウイバー チャールズ・シール、ジャクリーン・スコット アメリカ スティーブン

436ab 激突 恐怖を描く。荒野のハイウェイで１台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。 1971年 テイム・ハーバートエディ・ファイアストーン、ルー・フリッゼル ユニバーサル スピルバーグ　　90分

113a ニューヨーク郊外のウエストチェスターから通勤者たちを乗せた ロバート・デ・ニーロ ハーヴェイ・カツマレク、ジョージ・ アメリカ ウール・

113ab 恋におちて 満員の列車に、モリー・ギルモアがアーズレイ駅から乗り合わせていた。 1984年 メリル・ストリーブ テイヴィッド・クレノン、ダイアン・ウィ ユニヴァーサル グロスバード１０６分

400ａ ニューヨーク郊外のウエストチェスターから通勤者たちを乗せた ロバート・デ・ニーロハーヴェイ・カツマレク、ジョージ・ アメリカ ウール・

400ａｂ 恋におちて　　　（１） 満員の列車に、モリー・ギルモアがアーズレイ駅から乗り合わせていた。1984年 メリル・ストリーブテイヴィッド・クレノン、ダイアン・ウィ ユニヴァーサル グロスバード１０６分

075a 男と女が本当の友人になれるのかという命題に、久しぶりに再会 ビリー・クリスタル キャリー・フィッシャー、ブルーノ・ アメリカ ロブ・

075ab 恋人たちの予感 する男と女を通じて描いたロマンテック・コメディー 1989年 メグ・ライアン スティーヴァン・フォード、ミシェル コロンビア 　ライナー 　９６分

453a 初対面で最悪の印象を互いに持った二人が、ある男女の11年にわたる ビリー・クリスタル キャリー・フィッシャー、ブルーノ・カービー アメリカ ロブ・



453ab 恋人たちの予感      （１） 愛と友情の軌跡を描く。ロマンチック・コメディ 　1989年 メグ・ライアン スチーヴン・フォード、ミッシェル・ミカストロ 　 ライナー 　　89分

166a 南北戦争も終わった数年後北軍に従軍したイエローレッグは1人の モーリーン・オハラ スティーヴ・コクラン、チル・ウィルス アメリカ サム・

166ab 荒野のガンマン 南軍兵士を探し歩いていた。戦場で負傷した時、この南軍兵は酔った勢いで彼の頭を剥ごうとしたのだ。1961年 ブライアン・キース ストロザー・マーティン、ウイル・ライト ワーナー ペキンパー 　９３分

340a メキシコの寒村イスカトランの村人達は毎年収穫期になると恐怖に戦いていた ユル・ブリンナー スティーブ・マックィーン、ロバート・ボーン ジョン・

340ab 荒野の七人 カルヴェラが率いる野党がきまって掠奪にくるからだ。しかし、今年はもう我慢が出来なくなっていた1960年 イーライ・ウォラック ホルスト・ブッフホルツ、チャールズ・ブロンソン アメリカ スタージェス128分

299ａ かつて群盗に襲われて苦難のどん底にあったメキシコ人集落を助けるため リー・ヴァン・クリーフマリエット・ハートリー、マイケル・カラン アメリカ ジョージ・

299ａｂ 荒野の七人～真昼の決闘～ 無報酬で生命を賭けて戦った7人のガンマンがいた。指導者はクリス、 1972年 ステファニー・パワーズルーク・アスキュー、ペドロ・アルメンダリス ソーシャル マッコーワン１００分

298ａ 19世紀末のメキシコはホセ・デ・クルス・ボルフィリオ・ディアス大統領により ジョージ・ケネディ ジェームズ・ホイットモア、レ二・サント―二 アメリカ ポール・

298ａｂ 新・荒野の七人～馬上の決闘 恐怖政治が行われていた。この悪政に立ち向かい革命を起こそうと闘っている農民もいたが、1968年 モンテ・マーカム バーニー・ケーシー、ジョー・ドン ユナイト ウエンドコス１０５分

297ａ 19世紀も終わりに近いころのメキシコ。貧しい農民たちが砂漠に囲まれた ユル・ブリンナー フリアン・マテオフ、ウォーレン・オーツ アメリカ バート・

297ａｂ 続・荒野の七人 不毛の土地にしがみついて細々と暮しをたてていた。ある日、そのあたり一帯を勢力下に1966年 ロバート・フラー クロード・エイキンズ、jardan christopher ユナイト ケネディ  ９６分

093a 無法者の横行する一八七二年のニュー・メキシコ。ある日ジョーという、 クリントン・イーストウッドジャン・マリア・ヴォロンテ、ヨゼフ・ イタリア セルジオ・

093ab 荒野の用心棒 腕利きの男が現われ、この町を二分するロホ兄弟の方に身を寄せることに 1964年 マリアンネ・コッホ ヴォルフガング・ルクシー、ジークハル 東和 レオーネ 　９６分

255ａ 銀行員のサム・ウィートは恋人のモリー・ジャンセンと一緒に幸福な パトリック・スウェイジウービー・ゴールドバーク アメリカ ジェリー・

255ａｂ ゴースト／ニューヨークの幻 共同生活を始める。しかしモリーがサムにプロポーズした晩、2人を暴漢が襲い、モリーを1990年 デミ・ムーア トニー・ゴールドウイン パラマウント ザッカ― １２６分

077a フロリダの老人ホームで余生を送るアートたち三人組の楽しみは ドン・アメチー ヒューム・クロ―ニン、ブライアン・ アメリカ ロン・

077ab コクーン　その１ 隣りの空き別荘に忍び込み、広い室内プールを無断借用することだった。しかし、その別荘は、1985年 ウイルフォード・ブリムスジャック・ギルフォード、スティーヴ ⒛世紀Fax 　ハワード １１７分

078a 海底地震の予兆をうけ、海底に残した数体のコクーン救出のため ドン・アメチー コートニー・コックス、ヒューム・クロ アメリカ ダニエル・

078ab コクーン　その２ キティら3人のエイリアンが、老人たちとともに5年ぶりに地球に戻ってきた。しかしそのコクーンは、1988年 ウイルフォード・ブリムジャック・ギルフォード ⒛世紀Fax 　べトリ １１６分

258ａ 冬のニューヨーク。その日、患者に告訴された大病院の失態を救った有能な ハリソン・フォード ミッキー・アレン、ビル・ナン アメリカ マイク・

258ａｂ 心の旅 弁護士へンリーは、煙草を買いにストアに入ったところ、たまたま遭遇した 1991年 アネット・ベニング ドナルド・モファット、レベッカ・ミラー ＵＩＰ 二コルズ １０７分

455a 第一次大戦の後遺症で記憶を失った、仮の名をスミスという男。 ロナルド・コールマンフリップ・ドーン、スーザン・ピータス アメリカ マーヴィン・

455ab 心の旅路 彼は入院先を逃げ出してさまよっているところを、踊り子ポーラに助けられた。1942年 グリア・ガースンヘンリー・トラヴァース、レジナルド・オーエン 　 ルロイ 　 125分

056a ハワイの水族館で獣医師として働くヘンリーは後腐れのない一夜の アダム・サンドラ― ロブ・シュナイダー、ショーン・アスティン アメリカ ピーター・

056ab 50回目のファースト・キス 恋を楽しむプレイボーイ。ある日カフェでルーシーという女性と出会い、 2004年 ドリュー・バリモア プレイク・クラーク、ルシア・ストラス コロンビア 　シーガル 　９９分

441a 最大の勢力を誇るイタリア系マフィア「コルレオーネ・ファミリー」の邸宅では マーロン・ブランド ジェームズ・カーン、ロバート・デュバル アメリカ ファランシス

441ab ゴット・ファーザー ドン・コルレオーネの娘コニーの結婚式が盛大に開かれていた。ドンには他に3人の息子と1972年 アル・パチーノ リチャード・カステラーノ、エイブ・ヴァイゴダ パラマント Ｆ・コッポラ 　177分

295ａ 物語は1901年から1941年までの、マイケルの父ヴィトー・コルレオーネの アル・パチーノ ジョン・がザール、ロバート・デュバル アメリカ フランシス・

295ａｂ ゴッド・ファーザー　part2 在りし日の姿を描く。幼い頃にニューヨークに渡りコルレオーネ・ファミリーを築いていく1974年 ロバート・デュヴァルダイアン・キートン、タリア・シャイア パラマント コッポラ ２００分

296ａ １９７９年のニューヨーク、ファミリーのドンとなったマイケル・コルレオーネは アル・パチーノ アンディ・ガルシア、イーライ・ウォラック アメリカ フランシス・

296ａｂ ゴッド・ファーザー　part3 父の名を取った「ヴィトー・コルレオーネ財団」の名の下、「シシリー復興のための資金」との1990年 ダイアン・キートン タリア・シャイア、アンディ・ガルシア パラマウント コッポラ １６１分

294ａ 1945年、イタリア系アメリカ人のコルレオーネ家はニューヨーク市郊外の マーロン・ブランド ロバート・デ・ニーロ、ジェームズ・ アメリカ フランシス・

294ａｂ ゴッド・ファーザー　　(1) 高級住宅街の一角を占める。屋敷では主人であるドン・コルレオーネ 1972年 アル・パチーノ ジョン・カザール、ロバート・デュヴァル パラマント コッポラ １７７分

170a 看護師助手のサミュエルは妊娠中の妻ナディアを何者かに誘拐され ジル・ルルーシュ ロシュディ・ゼム、ジュラール・ランバン フランス フレッド・

170ab この愛のために撃て 交通事故で病院に担ぎ込まれた指名手配犯サルテを、警察の監視下から 2010年 エレナ・アナヤ ミレーユ・ベリエ、クレール・ベロー ブロードメディア カバイエ 　８５分

339a ノルウェーのガイランゲルフィヨルドは、世界遺産にも登録される自然豊かな クリストッフェル・ トーマス・ボー・ラーセン ローアル・

339ab THE　ＷＡＶＥ／ザ・ウェイブ 景勝地だが、過去には山崩れの災害が起きたこともあり、危険な一面も持ち合わせていた2015年 　　　ヨーネル アーネ・ダール・トルプ ノルウェー ユートハグ 105分

342a ケイティの家に泊まったベッカは、テープを見ると電話がかかって「後7日」と ナオミ・ワッツ デヴィット・ドーフマン、シシイー・スペイセク ゴア―ヴァン

342ab ザ・リング 死の予告がきて、実際に死ぬという噂話をする。ケイティは一週間前にそのビデオを観ていた2002年 マーティン・ベンダーソンダヴェイ・チェイス、リンゼイ・フロスト アメリカ ビンスキー 116分

343a サマラの呪いの恐怖を体験したレイチェルは、サマラから逃れるために ナオミ・ワッツ デヴィット・ドーフマン、シシイー・スペイセク



343ab ザ・リング２ シアトルから、片田舎アストリアへとエイダンと共に引っ越して小さな新聞社に2005年 サイモン・ベイカーダヴェイ・チェイス、リンゼイ・フロスト アメリカ 中田秀夫 110分

416ａ 1970年の『レット・イット・ビー』以来46年ぶり、ザ・ビートルズ・アンソロジー』 ビートルズ ポール・マッカートニー、リンゴスター ロン・

416ａｂ ザ・ビートルズ～Ｅｉｇｈｔ　Ｄａｙｓ　ａ　Ｗｅｅｋ から実に21年ぶりのアップル公式作品！ 1963年～66年のツアー時期をベースとし2016年 　　４人メンバー ジョン・レノン、ジョージハリソン イギリス ハワード・ １０９分

213a 19世紀のサーカス黄金時代。マットはアメリカ最大のサーカス団を、 ジョン・ウェイン リタ・ヘイワース、ロイド・ノーラン アメリカ ヘンリー・

213ab サーカスの世界 持っている。14年前、仲間のアルフレッドが墜死したが、それは空中曲芸をやる妻のリリーがある男と1964年 クラウディア・カルディナーレリチャード・コンテ、ジョン・スミス コロムビア ハサウエイ １３５分

182a ひと組のカップルが織り成す7年越しの恋の行方を描いたロマンティックコメディ アマンダ・ビート タリン・マニング、エイミー・ガルシア アメリカ ナイジェル・

182ab 最後に恋に勝つルール ニューヨーク行きの飛行機の中で出会ったオリバーとエミリー。意気投合した2人は2005年 アシュトン・カッチャーリー・ガーリントン、アリ・ラーター タッチストン 　コール １０７分

138a 嵐が近づくノースカロライナ州の海辺の街を舞台に、運命的な リチャード・ギア スコット・グレン、クリストファ－・メローニ アメリカ ジョージ・

138ab 最後の初恋 出会いを果たす中年の男女を描くラブロマンス。 2008年 ダイアン・レイン ヴィオラ・ディヴァイス、ジェームズ・ ワーナー Ｃ・ウルフ 　９７分

252ａ イタリアにやってきた中国人青年タン・ロンは、美しい娘チェンに ブルー・リー ウォン・チェンスン、ウェイ・ビンアオ 香港 ブルース・

252ａｂ 最後のブルース・リー　ドラゴンへの道 案内され、彼女が経営する中華レストランに着いた。チェンの店はマフィアに狙われ1972年 ノラ・ミヤオ チャック・ノリス、ロバート・ウォール 東映洋画 　リー 　９９分

220a 志願修道女のマリアは歌が大好きだった。ある日彼女は院長の命令で、 ジュリー・アンドリュースエレノア・パーカー、リチャード・ヘイドン アメリカ ロバート・

220ab サウンド・オブ・ミュージック 7人の子供がいる、やもめの退役海軍大佐トラップ家の家庭教師となった。 1965年 クリストファー・ブラマーペギー・ウッド、ＣｈａｒｍａｉａｎＣａｒｆ 20世紀Fox 　ワイズ １７４分

040a アパッチ・インディアンの平和な集落が、ある日突然、無頼の盗賊に パート・レイノルズ タニヤ・ロペール、フランカ・ポール イタリア セルジオ・

040ab さすらいのガンマン 襲われた。一味の首領はダンカンという残忍な男であった。集落は 1966年 アルド・サンブレル ルチア・モドゥ-二ョ、ニコレッタ・マキ ユナイト 　コルブッチ １２０分

385a ニューヨークのブルックリンで生まれ育った若者トニーは、住みなれた ジョン・トラボルタバリー・ミラー、ジョセフ・カリー、 アメリカ ジョン・

385ab サタデー・ナイト・フィーバー ベイ・リッジの町のペンキ屋で働いていた。若いエネルギーがいっぱいのトニーは、1977年 カレン・リン・ゴーニイポール・ベイブ、ドナ・べスコウ パラマント バタム １１３分

238ａ 1942年。1戦闘の終わった北阿戦線の砂漠中に、1台の米軍戦車が ハンフリー・ボガートロイド・ブリッジス、レックス・イングラム アメリカ ゾルダン・

238ａｂ サハラ戦車隊 応急修理を続けていた。生き残りのグン軍曹以下三名の兵士は、 1943年 ブルース・ベネット Ｊ・キャロル・ナイシュ、ダン・デュリエ セントラル 　コルダ 　９７分

195a トラック販売会社の重役ロジェ・デマレと室内装飾家のポーラは イグリッド・バークマンアンソニー・パーキンス、ジェシー・ アメリカ アナトール・

195ab さよならをもう一度 5年来の恋仲。2人とも中年だがまだ十分に魅力がある。ところがロジェは最近1961年 イブ・モンタン ジャッキー・レーン、ピエール・ディクス ユナイテッド リトバク １２０分

086a ロサンゼルス、1941年。ヤンキースのディマジオが56試合連続安打 ロバート・ミッチヤムジョン・アイアランド、シルヴィア・ アメリカ ディック・

086ab さらば愛しき女(ひと）よ と記録をのばし、ヒトラーがロシアに進攻を開始、砂糖1ポンドが6セントに高騰していた頃1975年 シャーロット・ランブリンクアンソニー・ザーブ、ハリー・ディーン ユナイト リチャーズ 　９５分

379a 戦争も末期のある寒い朝アルジェリア帰りの兵士たちを乗せた船が、 アランドロン オルガ・ジョルジュ・ピコ、プリジット・ホッセー フランス ジャン・

379ab さらば友よ マイセイユについた。その中に、軍医のディノ・バランもいた。 1968年 チャールス・ブロンソンベルナール・フレッソン、 エルマン １１５分

142a 現代の米サンフランシスコを舞台に、遺伝子操作によって高い知能をもち ジェームズ・フランコジョン・リスゴー、ブライアン・コックス アメリカ ルバート・

142ab 猿の惑星・創世記 人間たちを支配しようと企むサルたちと、それに対抗する人間たちの戦いを描く。2011年 フリーダ・ビント トム・フェルトン、アンディ・サーキス ⒛世紀Fax ワイアット １０６分

050a 結婚生活31年目を迎えたソームズ夫妻だったが、妻のケイは2人で メリル・ストリーブ スティーブ・カレン、エリザベス・シュー アメリカ デヴィッド・

050ab 31年目の夫婦けんか 共に過ごす時間が無くなっていく現状を嘆いていた。その一方で、 2012年 トミー・リー・ジョーンズジーン・スマート、ベン・ラパモート コロンビア フランケル １００分

117a ニューヨーク西34丁目にある伝統と格式を誇る老舗デパートのコールズは リチャード・アッテンボロディラン・マクダ―モット、Ｊ・Ｔ・ウォルシュ アメリカ レス・

117ab 34丁目の奇跡 営業不振からランバーク社長率いるライバル・デパートに買収されようとしていた1994年 エリザベス・パーキンスジェームズ・レマー、ジェーン・リーヴ ⒛世紀Fax メイフィールド１１４分

041a ハリウッドのサンセット大通りに面するある邸宅のプールに、若い脚本家 グロリア・スワンソンエリッヒ・フォン・シュトロハイム、ナンシー アメリカ ビリー・

041ab サンセット大通り ジョー・ギリスの死体が浮かんだ。死んだ彼はそのいきさつを語る……。 1950年 ウイリアム・ホールデンジャック・ウエッブ、フレッド・クラーク パラマント 　ワイルダー１１０分

347ａ 赤いフォルクスワーゲンで、カリフォルニアを訪れたカーロは、美しい トニー・カーティス ロバートウエバー、ジョアンナ・バーンズ アレキサンダー

347ａｂ サンタモニカの週末 サンタ・モニカ海岸で一息入れた時、3重衝突の自動車事故にまきこまれてしまった。1967年 クラーディア・カルディナ‐レシャロン・テイト、Ｄａｖｉｄ・Ｄｒａｐｅｒ アメリカ マッケンドリンク　97分

243ａ 雄大な自然が広がる西部開拓時代のワイオミングを舞台に、流れ者シェーンと アラン・ラッド バン・へフリン、ブランドン・デ・ワイルド アメリカ ジョージ・

243ａｂ シェーン 開拓者一家の交流や悪徳牧場主との戦いを描いた名作西部劇。 1953年 ジーン・アーサー ウォルター・ジャック・バランス 東北新社 スティーブンス１１８分

332a フランス北西部の港町シェルブール。自動車修理工の青年ギイと傘屋の娘 カトリーヌ・ドヌーブニーノ・カステル・ヌオーボ ジャック・

332ab シェルブールの雨傘 ジュリビエーブは結婚を誓い合った恋人同士だったが、ギイに送られてきたアルジェリア戦争の1964年 アンヌ・ベルノン マルク・ミッシェル フランス 　　ドゥミ 　91分

418ａ フランス北西部の港町シェルブールの傘屋の娘ジュヌヴィエーヴの カトリーヌ・ドヌーブマルク・ミシェル、アンヌ・ヴェルノン ジャック・



418ａｂ シェルブールの雨傘  （１） 恋人ギイが戦争に駆り出された。彼女はギイとの子を妊娠するが、 1964年 ニーノ・カステルヌオエレン・ファルナー、ミレーユ・ベレー フランス 　ドウミ 　91分

021a 1885年。合衆国陸軍に抵抗していた最後のアパッチ族が降伏し、 ジェイソン・パトリックロバート・デュヴァル、ウエス・スデ コロンビア ウォルター・

021ab ジェロニモ リーダーのジェロニモをゲイトウッド中尉と士官学校を出たての 1993年 ジーン・ハックマン マット・デイモン、ロドニー・Ａ・グラント トランスター 　　ヒル １１５分

348ａ 1885年、20年近くにわたって合衆国騎兵隊と戦い続けていたアパッチ族の族長 ジェイソン・パドリックロドニ・Ａ・グラント、ジーン・ハックマン ウォルター・
348ａｂ ジェロニモ　　　(1) ジェロニモが投降し、ゲイトウッド中尉とデイビス少尉がその護送にあたることに。やがてアパッチ族は1993年 ケビン・タイ ロバート・デュバル、ウェス・デゥバル アメリカ 　ヒル 115分

043a 1924年頃のシカゴで、世間知らずのロキシー・ハートは地元で レニー・ゼルウィガーキャサリン・ゼタ＝ジョーンズ、 アメリカ ロブ・

043ab シカゴ 人気のケリー姉妹の一人であるヴェルマ・ケリーが舞台に立つナイトクラブを訪れる2002年 リチャード・ギア クイーン・ラティファ、ジョン・C・ライリー ミラマックス マーシャル １１３分

115a ソウルのコンサート制作会社で照明のチーフ・ディレクターとして働く ぺ・ヨンジュン イム・サンヒョ、リュ・スンス 　　韓国 ホ・
115ab 四月の雪 インスが、妻の交通事故の知らせを受け取ったのは、仕事の真っ最中のことだった。2005年 ソン・イジン キム・クアンイル、チョン・グックアン 　　ＵＩＰ ジノ １０７分

371a ベトナム戦争が真っただ中のサイゴン。アメリカ陸軍情報部のウィラード マーティン・シーンデニス・ホッパー、ロバート・デュバル、 アメリカ フランシス・

371ab 地獄の黙示録　完全版 大尉にある密命が下される。それは、カンボジアに特殊任務で赴いたままジャングル奥地に1979年 マーロン・ブランド フレデリック・フォレスト、ハリソン・ホード ユナイテッド コッポラ １４７分

239ａ 1944年6月4日未明セーヌ河の湾曲部にあるドイツ西部軍Ｂ師団司令部で ジョン・ウエイン ヘンリー・フォンダ、ロバート・ライアン アメリカ ケン・アナキン

239ａｂ 史上最大の作戦 司令官ロンメル元帥は家族の許へ帰ろうとしていた。連合軍の大陸侵入作戦1962年 ロバート・ミッチヤムロッド・スタイガー、ロバート・ワグナー 20世紀Fox アンドリュー・１７８分

439a 第2次大戦末期の1944年6月、ヨーロッパにおいてナチスドイツはロシア ジョン・ウェイン ヘンリー・フォンダ、エディー・アルバート 仏・英・独 アナキン(英

439ab 史上最大の作戦   （１） 東部戦線が膠着状態の中で、米英仏の連合軍がフランス北部に上陸するとの予測が強まり、1962年 ロバート・ミッチャムリチャード・バートン、クルト・ユンゲルス 20世紀Fax ヴィッキ(独 　178分

449a 死者の姿が見える少年と彼を担当する小児精神科医の交流を衝撃的な ブルース・ウイルスハーレイ・ジョエル・オスメント、ドニー・オルバーグ アメリカ Ｍナイト・
449ab シックス・センス 展開で描き、M・ナイト・シャマラン監督の出世作となったサスペンススリラー1999年 トニ・コレット オリヴェア・ウイリアムズ、ミィーシャ・バートン 　 シャマラン　107分

163a 故郷イエローストーンから、荒涼たるインディアン居留地に移された リチャード・ウィドマークカール・マルデン、サル・ミネオ アメリカ ジョン・

163ab シャイアン シャイアン族は、病気と飢えのため約3分の2が死んでいった。酋長達は 1964年 キャロル・ベイカー ドロレス・デル・リオ、リカルド・モンタル ワーナー フォード １５８分

171a 第1次大戦の終わった1920年頃。東部ヴァージニアで美しさを謳われた、 エリザベス・ティラージェームズ・ディーン、ジェーン・ウィザース アメリカ ジョージ・

171ab ジャイアンツ リントン家の三姉妹の次女レスリイは、馬好きの父ホーレスを訪ねて 1956年 ロック・ハドソン チル・ウィルス、キャロル・ベイカー ワーナー スティーヴンス２０１分

406ａ 正体不明の超大物暗殺者ジャッカルは、チェチェン・マフィアの首領テレクから ブルース・ウイルス シドニー・ポワチエ、ダイアン・ヴェノーラ アメリカ マイケル・

406ａｂ ジャッカル 彼の弟を殺した米国の情報機関の要人暗殺を依頼される。ジャッカルにとっても相手が1998年 リチャード・ギア マルチダ・メイ、J・Ｋ・シモンズ ユニバーサル ケイトン・ジョーンズ１２４分

121a レジーナは友人とのスキー旅行の途中で離婚を決意するが、 オードリー・ヘップバーンウォルター・マッソー、ジェームズ・ アメリカ スタンリー・

121ab シャレード 帰宅すると夫は死んでいた。さらに、夫が戦時中に3人の男と軍資金を 1963年 ケイリー・グラント ジョージ・ケネディ、ネッド・グラス ユニバーサル ドーネン １１３分

289ａ ロンドンのある銀行の保安庫に、死後50年開封禁止となっていたワトソン博士 ロバート・スティーブンスジュヌヴィエーヴ・バ―ジュ、モリ― アメリカ ビリー・

289ａｂ シャーロック・ホームズの冒険 の遺品が開かれようとしていた。それは探偵術を芸術にまで高めた、 1970年 コリン・ブレークリー クリストファー・リー、アイリーン・ハンドル ユナイト ワイルダー １２５分

370ａ 文明に憧れを持つ男の葛藤を描いた異色の西部劇、野蛮だが憎めない男 ヴィクター・マチュアアン・バックロフト、ガイ・マディソン アメリカ アンソニー・

370ａｂ シャロン砦 ジェドを『荒野の決闘』のヴィクター・マチュアが演じている。 1955年 ロバート・プレストンジェームス・ホイットモア 　マン 　 ９８分

310a アフリカ人のシャンドライは、政治活動をしていた夫が逮捕された後イタリアに渡り　 デヴィッド・シューリスクラエディ・アンタマリア、 イタリア ベルナルド・

310ab シャンドライの恋 音楽家キンスキーの掃除係として住みこみで働きながら医大に通っていた 1998年 タンディ・ニュートン ジョン・シー・オジャング、マッシモ・ アミューズ ベルトルッチ　９９分

434a 百年戦争下のフランス。人並み外れて信仰心豊かな少女、ジャンヌ・ダルクは ミラ・ジョコヴィッチフェイ・ダナウエイ、ダスティ・フォフマン 仏・米 リュック・

434ab ジャンヌ・ダルク ある日自らの村をイングランド軍に焼き討ちにされ、目の前で姉を虐殺されるという悲劇に見舞われる。1999年 ジョン・マルコヴィッチヴァンサン・カッセル、チェッキー・カリヨン コロンビア ベンソン 　158分

250ａ 1881年、清朝の中国は紫禁城。皇太子との意に添わない結婚から逃れため ジャッキー・チェン ルーシー・リュー、ブランドン・メリル アメリカ トム・

250ａｂ シャンハイ・ヌーン 王女ペペ姫は英語教師アンドリュースの手引きでアメリカに渡るが、 2000年 オーウェン・ウィルソンロジャー・ユアン、サンダー・バークレイ 東宝東和 　　デイ １１０分

108a 太平洋戦争直後の日本とアメリカの史実をもとに描く歴史サスペンス マシュ―・フォックス トミー・リー・ジョーンズ、初音映利子 アメリカ ピーター・

108ab 終戦のエンペラー 1945年8月、日本が連合国に降伏し、第2次世界大戦が終結。ダグラス・マッカーサー2013年 片岡孝太郎 西田敏行、羽田昌義、伊武雅刀 　松竹 ウェーバー １０５分

061a ガンにより余命が短いことを宣告された少女テッサ。絶望から自宅に ダコタ・ファニング パディ・コンシダイン、オリヴィア・ イギリス オル・

061ab 17歳のエンディング・ノート 引きこもるようになるが、仕事を辞めテッサの病気を治せないか探しまわる父や2012年 ジェレミー・アーヴァインカヤ・スコデラーリオ キノフイルムズ 　パーカー １０３分

179a ニューヨークの法廷で殺人事件の審理が終わった。被告は17歳の少年で、 ヘンリー・フォンダ エド・ベグリー、E・G・マーシャル アメリカ シドニー・



179ab 十二人の怒れる男 日頃から不良といわれ、飛び出しナイフで実父を殺した容疑だった。12人の陪審員が1957年 リー・Ｊ・コップ ジャック・ウォーデン、マーティン・ ユニオン ルメット  ９６分

116a エジプト王ラメシス一世は、新しく生まれるヘブライの男子を チャールストン・ヘストンアン・バクスター、エドワード・Ｇ・ アメリカ セシル・Ｂ・

116ab 十戒 ことごとく殺すという命を発した。生まれたモーゼも母親の手でナイルの大河へ1957年 ユル・ブリンナー イボンヌ・デ・カーロ、デブラ・バジェット パラマント 　　デミル ２２０分

357ａ 宇宙最大の王朝に支配されている地球。家政婦として働くジュピターは、 ミラ・ク二ス エディ・レッドメイン、ジョーン・ビーン ラナ・ウォシャ

357ａｂ ジュピター 何者かに襲われたことをきっかけに、自身がその王朝の王族であることを知る。王朝では2015年 チャニング・テイタムダグラス・ブース、ダベンス・ミドルトン アメリカ ウスキー 127分

098a 大富豪ジョン・ハモンドの招待で、古生物学者グラントとサトラー、そして リチャード・アッテンポローローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラン アメリカン スティーヴン

098ab ジュラシック・パーク 数学者マルコムが南米コスタリカの沖合いに浮かぶ島を訪れた。 1993年 サム・ニール アリアナ・リチャーズ、ジョセフ・マッゼロ ユニバーサル スピルバーグ１２７分

314a 事故の起こった「ジュラシック・パーク」にかわり、新たにオープンした クリス・ブラット ビンセント・ドノフリオ、タイ・シンプキンス アメリカ コリン・

314ab ジュラシック・ワールド 「ジュラシック・ワールド」では、ジャイロスフィアという球体の乗り物でめぐる恐竜見学や、2015年 プライス・ダラス・パワードニック・ロビンソン、ジェイク・ジョンソン 東宝東和 トレポロウ １２５分

139a イタリア・ベローナを訪れたアメリカ人女性ソフィーは、ジュリエットへの アマンダ・セイフライドクリストファー・イーガル、フランコ・ネロ アメリカ ゲイリー・

139ab ジュリエットからの手紙 恋愛アドバイスを求める手紙への返信を行うボランティアグループに出会う。そこで、2010年 バネッサ・レッドグレープガエル・ガルシャ・ベルナ ショウゲート ウイニック １０５分

461a 1952年イギリス・ロンドンの法曹界の重鎮としてその名を知られる老弁護士タイロン・パワーチャールズ・ロートン、エルザ・ランチェスター アメリカ ビリー・

461ab 情婦 ウィルフリッド卿は、生死を彷徨う重病の床から、口うるさい付き添い看護婦ミス・プリムソル随行で1958年 マレーネ・デェートリッヒジョン・ウイリアムズ、ヘンリー・ダニエル ユナイテッド ワイルダー 　116分

123a 平和なビーチを襲う巨大人食い鮫（ホオジロザメ）の恐怖と、それに ロイ・シャイダー リチャード・ドレイファス、ロレイン・ アメリカ スティーヴン

123ab ジョーズ 立ち向う人々を描いた作品で、ジョン・ウィリアムズ珠玉のＢＧＭにのせ、 1975年 ロバート・ショウ カール・ゴットリーブ、マーレイ・ハミ ユニバーサル スピルバーグ１２４分

444a アミティの浜辺に若い女性の遺体が打ち上げられた。町の警察署長･ ロイ・シャイダー リチャード・ドレイ、ロレイン・ゲイリー アメリカ スチーブン・

444ab ジョーズ　　〈吹替え版〉 ブロディは、その死因が「鮫の襲撃」と断定し、海岸を閉鎖して遊泳禁止にしようとするが1975年 ロバート・ショウ マーレイ・ハミルトン、エリザベス・ウイルソン ユニバーサル スピルバーグ　124分

152a その年のフロリダの夏は、とくにむし暑かった。事務所を構える ウイリアム・ハート リチャード・クレンナ、テッド・ダンソン アメリカ ローレンス・

152ab 白いドレスの女 弁護士ネッド・ラシーンは、親友で地元の検事であるピーターと刑事オスカー1981年 キャスリーン・ターナーＪ・Ａ・ブレストン、ミッキー・ローク ワーナー カスダン １１３分

432a マルセイユ近郊の刑務所を出所したコレーは、かつての仲間リコを訪ね、 アラン・ドロン ジャン・マリア・ヴォロンテ、ブールヴィル 仏・伊 ジャン・=ビエール

432ab 仁義 “貸し”を求めるが、断られる。コレーは彼を一喝して大金を手に入れると、パリへ向かう。1970年 イヴ・モンタン フランソア・べリエ、アンドレ・エキナン コロナ メルヴィル 　140分

387a 人間世界とよく似た、動物だけが暮らす世界。コアラのバスターが マシュ―・マコノビーセス・マクファーレン、スカーレット・ヨハンソン アメリカ ガース・

387ab アニメ　「ＳＩＮＧ／シング」 劇場支配人を務める劇場は、かつての栄光は過去のものとなり、取り壊し寸前の状況にあった2016年 リース・ウィザースプーンジョン・Ｃ・ライリー、タロン・エジャトン ユニバーサル ジェニングス１０８分

266a 運動器具会社の社長のハワードは、家族サービスより仕事第一主義 アーノルド・シュワルシェジェイク・ロイド、フイル・ハートマン アメリカ ブライアン・

266ab ジングル、オール、ザ、ウエイ その日も8歳の息子ジェイミーの空手の段の授与式に行くと約束したが、 1996年 シンパッド リタ・ウィルソン、ロバート・コンランド 20世紀Fox レバント 　９４分

386a ジェリイ・ウォリナーは真面目な妻のルシイにフロリダへ行くと嘘を言って アイリーン・ダン ラルフ・ベラミー、アレクサンダー・ダーシー アメリカ レオ・

386ab 新婚道中記 友人たちとポーカーを楽しみ、一晩家を家を空けて帰ってきた。 1937年 ケイリー・グラント セシル・カニンガム、モリー・モラント マっケリー 　９１分

364ａ 動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、ウサギの ジェニファー・グッウィンイドリス・エルバ、ネイト・トレンス ディズニー リッチ・ムーア

364ａｂ ズートビア(アニメ） 女の子ジュディが夢をかなえるために奮闘する姿を描いたディズニーアニメーション2016年 ジェイソン・べイトマンＪ・Ｋ・シモンズ アメリカ バイロン・ハワード108分

048a マックスとライオンが出会ったのは南カリフォルニアの人里離れた ジーン・ハックマン ドロシー・トリスタン、アン・ウェッジ アメリカ ジェリー・

048ab スケアクロウ 道路であった。マックスは6年の懲役を終えて刑務所から出てきたばかりだった1973年 アル・パチーノ リチャード・リンチ、アイリーン・ブレ ワーナー シャッツバーグ１１３分

246ａ イギリスのアーチベリー飛行場は、アメリカ空軍第918爆撃隊の基地 グレゴリー・ペック ゲイリー・メリル、ミラード・ミッチエル アメリカ ヘンリー・

246ａｂ 頭上の敵機 だった。在英爆撃隊の司令官プリッチャード将軍は、ドイツの戦力の源泉となっている1950年 ヒュー・マーロウ ディーン・ジャガー、ロバート・アーサー セントラル キング １３２分

035a サーガの序章。舞台は前3部作からさかのぼること約30年、 アム・ニーソン ナタリー・ポートマン、ジェイク・ロイド アメリカ ジョージ・

035ab スターウォーズ(1) ダース・ベイダーことアナキン・スカイウォーカーの少年時代を描く。 1999年 ユアン・マクレガー ペルニラ・アウグスト、フランク・オズ ２０世紀Fox 　ルーカス １３３分

036a 青年へと成長したアナキン・スカイウォーカーはオビ＝ワン・ケノービ ユアン・マクレガー ヘイデン・クリステンセン、イアン・マク アメリカ ジョージ・

036ab スターウォーズ(2) の指導の下、フォースの力を習得し優秀なジェダイの騎士となるべく 2002年 ナタリー・ポートマンペルニラ・アウグスト、フランク・オズ 20世紀Fox 　ルーカス １３２分

173a 惑星タトゥイーンへと向かったルークとレイアは、大悪党ジャバ・ザ・ハットに マーク・ハミル キャリー・フィッシャー、ビリー・ディー アメリカ リチャード・

173ab スターウォーズ～ジェダイ復讐～ 捕らえられていたハン・ソロの救出に成功。修行を続けるため再び惑星ダゴバを訪れた1983年 ハリソン・フォード アンソニー・ダニエルズ、ピーター・ 20世紀Fox マーカンド １３２分

274ａ 有名な映画スター、ノーマン・メインがハリウッド映画基金募集ショーの ジュディ・ガーランド ジャック・カーソン、チャールズ・ビック アメリカ ジョージ・



274ａｂ スタア誕生 会場に酔って現れた。撮影所長ニールは宣伝部長リビーに命じ、メインの出場を1954年 ジェームズ・メイソントミー・ㇴ－ナン、ルーシー・マーロー ワーナー キューカー１８２分

096a ノスタルジックな青春ドラマ。オレゴン州の小さな田舎町キャッスルロック。 ウィル・ウィートン コリー・フェルドマン、ジェリー・オコン アメリカ ロブ・

096ab スタンド・バイ・ミー それぞれに家庭の問題を抱える4人の少年たちが、町から30キロばかり離れたところに1986年 リバー・フェニックス キーファー・サザーランド、ジョン・ コロンビア ライナー 　８４分

216a 1930年代のシカゴ。大物ギャングに仲間を殺された若き詐欺師フッカーは、 ポール・ニューマン ロバート・ショウ、チャールズ・ダーニング アメリカ ジョージ・

216ab スティング その恨みを晴らすため、賭博師ゴンドーフの助けを借りて一世一代の大バクチを打つ1973年 ロバート・レッドフォードレイ・ウォルストン、アイリーン・ブレナン ＣＩＣ ロイ・ヒル １２９分

051a 元泥棒の老人と介護用ロボットが織りなす交流を描いたヒューマンドラマ フランク・ランジェラ リブ・タイラー、スーザン・サランドン アメリカ ジェイク・

051ab 素敵な相棒～フランクおじさんとロボット・ヘルパー 元宝石泥棒で70歳のフランクは物忘れが激しくなり、心配した息子たち 2012年 ジェームズ・マースデンピーター・サースガード シュライアー　８９分

345a サマンサは、16歳の誕生日を迎えた。大人への第一歩という意味でも モリー・リングウォルドマイケル・ショーフリング、ジャスティン・ヘンリー ジョン・

345ab すてきな片思い 朝から胸がワクワクしている。しかし両親は、姉ジニーの明日の結婚式に、 1984年 アンソニー・マイケル・ホールリアーヌ・カーティス、ケディ・ワタナベ アメリカ フューズ 　93分

423a かつて白雪姫の住む王国を支配していた邪悪な女王ラヴェンナには クリス・ヘムズワースエミリー・ブラント、ジェシカ・チャスティン イギリス セドリック・

423ab スノーホワイト-氷の王国- 妹のフレイヤがいた。彼女はある裏切りによって心を痛め、それと引き換えに全てを凍らせる魔力を手にし、2016年 シャーリーズ・セロンニック・フロスト、ロブ・ブラントン アメリカ 　ニコラス １１３分

194a 両親を早くに亡くし、伯父夫妻に育てられたピーター・パーカー。 トビー・マグワイア キルステイン・ダンスト、ジェームズ アメリカ サム・

194ab スパイダーマン ミッドタウン高校に通う彼は、科学好きで人一倍オクテ。隣に住む幼なじみの2002年 ウィレム・デフォー クリフ・ロバートソン、ローズマリー コロンビア ライミ １２１分

424a 両親を早くに亡くし、伯父夫妻に育てられたピーター・パーカー。 トビー・マグワイア キルステイン・ダンスト、ジェームス・フランコ アメリカ サム・

424ab スパイダーマン　＜吹替え版＞ ミッドタウン高校に通う彼は、科学好きで人一倍オクテ。隣に住む幼なじみのメリー・ジェーン・ワトソン（MJ）にもなかなか思いを告げられず、2002年 ウィレム・デフォークリフ・ロバートソンＪ・Ｋ・シモンズ ライミ 　121分

312a 世界的陰謀に立ち向かう元CIAエージェントの戦いを描いた。 ビアーズ・ブロスナンオルガ・キュりレンコ、エリザ・テイラー アメリカ ロジャー・

312ab スパイ・レジェンド　R－１５ スイスで静かな引退生活を送っていた。しかし、当時の同僚たちがCIAによって次々に消されるという事態が発生2014年 ルーク・ブレイシー カテリーナ・スコーソン、ビル・スミト kadokawa ドナルドソン１０８分

198a ジョージ・ベイリイは子供のころ から、生まれ故郷の小さなベタフォードの ジェームズ・スチュアートライオネル・バリモア、トーマス・ミッチェ アメリカ フランク・

198ab 素晴らしき哉(かな)、人生！ 町を飛び出し、世界一周旅行をしたいという望を抱いていた。彼の父は住宅金融会社を経営し、1946年 ドナ・リード ヘンリー・トラヴァース、ビューラ・ 日本ＲＫＧ キャプラ １３０分

293ａ ジョージ・ベイリイ（ジェームズ・スチュアート）は子供のころ から、生まれ故郷の ジェームズ・スチアートライオネル・バリモア、トーマス・ミッチェ アメリカ フランク・

293ａｂ 素晴らしき哉(かな)、人生！（１） 小さなベタフォードの町を飛び出し、世界一周旅行をしたいという望を抱いていた1946年 ドナ・リード ヘンリー・トラヴァース、ビューラ・ 日本ＲＫＯ キャブラ 　９４分

396ａ 賞金目当てのくせ者たちが、飛行機レースのために、ロンドンに集結する スチアート・ホイットマンジェームス・ファックス、アルベルト・ソルディ イギリス ケン・

396ａｂ 素晴らしきヒコーキ野郎 離陸寸前に破れたり離陸できずに暴走したり、とんでもないところに墜落したり…。1965年 セーラ・マイルス ゲルト・フレーベ、ロバート・モーレイ、石原 20世紀ｆａｘ アナキン １３３分

358ａ 1958年。フランク・コービン率いるアメリカ空軍の“チーム・ダイダロス”の4人は、 クリント・イーストウッドドナルド・サザ‐ランド、ジェームス・ガーナ― クリントン・

358ａｂ スペース・カーボーイ 宇宙飛行のため厳しい訓練に耐えていた。しかし、直前になってそのプロジェクトをNASAが遂行2000年 トミー・リー・ジョーンズウイリアム・ディベイン、マーシャ・ゲイ アメリカ イーストウッド124分ン

073a 落ちぶれた元サッカー選手が、失われた家族との絆を取り戻そうと ジェラルド・パトラ― ユマ・サーマン、キャサリン・ゼタ アメリカ ガブリエレ・

073ab スマイル・アゲイン 奮闘する姿を描いたハートウォーミングドラマ。欧州サッカー界でスター選手2012年 ジェシカ・ビール デニス・クエイド、ジュディ・グリア 日活 ムッチーノ １０６分

167a 第1話　1830年代の終わり頃、アメリカ東部の人々は、オハイオ川 キャロル・ベイカー ヘンリー・フォンダ、キャロリン・ジョーンズ アメリカ ヘンリー・

167ab 西部開拓史 の肥沃な土地の開拓に乗り出そうとしていた。ニューイングランド 1962年 リー・Ｊ・コップ カール・マルデン、グレゴリー・ベック 東宝 ハサウエイ １６２分

155a 欧州大戦に於て西部戦線の戦いたけなわなる頃。ドイツのある町の ルイス・エイヤース ジョン・レイ、レイモンド・グリフィス アメリカ ルイス・

155ab 西部戦線異状なし 学校の窓下を戦場に向かう大部隊が通過しつつある。そこの教室では 1930年 ルイス・ウォルハイムスリム・サマーヴィル、ラッセル・グリー ユニヴァーサル マイルストン１５２分

140a 第1次大戦下、農家の少年アルバートは毎日を共にしていた農耕馬 ジェルミ―・アーバンデビッド・シューリス、ピーター・ミュラン アメリカ スティーブン

140ab 戦火の馬 のジョーイを軍馬として騎馬隊に売られてしまう。フランスの戦地に行くことになったジョーイを2012年 エミリー・ワトソン ニエル・アレストリュブ、トム・ヒドル ディズニー スピルバーグ１４７分

161a 第2次大戦下のビルマ・タイ国境近くにある日本軍捕虜収容所。 ウイリアム・ホールデンジャック・ホーキンス、早川雪州 アメリカ テイヴィッド・

161ab 戦場に架ける橋 所長の斎藤大佐は教養の深い武人だった。ここに収容されているアメリカの1957年 アレック・ギネス ジェームズ・ドナルド、ジェフリー・ホーン コロンビア 　リーン １６２分

287ａ 1914年、第一次大戦下。フランス・スコットランド連合軍と、ドイツ軍が連日 ダイアン・クルーガーギョーム・カネ、ゲイリー・ルイス 仏・独・英 クリスチャン

287ａｂ 戦場のアリア 砲弾を鳴り響かせているフランス北部の村。クリスマスだけは家族のもとへ帰りたいと2005年 ベンノ・フェルマン ダニー・ブーン、ダニエル・ブリュール ヘラルド ・カリオン １１７分

141a ナチスドイツ侵攻下のポーランドで生きた実在のユダヤ人ピアニスト、 エイドリアン・ブロディ―フランク・フィンレイ、ミハウ・ジェブロ 仏・独・ポ・英 ロマン・

141ab 戦場のピアニスト ウワディスワフ・シュピルマンの自伝の映画化で、監督のポランスキー自身も、パリでポーランド人の2002年 トーマス・クレッチマンエド・ストッバード、モーリン・リップマン ブロードメディア ボランスキー１４８分

230a 1942年、ジャワ。山岳地帯の谷間レバクセンバタに日本軍の浮虜収容所がある デヴィッド・ボウイ 北野武、トム・コンテイ、ジャック・ 伊・日 大島



230ab 戦場のメリークリスマス まだ夜が明けきらない薄闇の中日本軍軍曹ハラは、将校宿舎に起居する 1983年 坂本龍一 内田裕也、三上寛、ジョニー大倉 松竹富士 　　渚 １２５分

158a 19世紀初頭、帝政ロシアの物語。進歩的な青年ピエールは オードリー・ヘップバーンメル・フェラー、ヴィットリオ・ガスマン アメリカ キング・

158ab 戦争と平和 フランス革命精神の象徴としてナポレオンを尊敬し、仏軍モスクワ侵入の噂にも1956年 ヘンリー・フォンダ ジョン・ミルズ、ハーバート・ロム パラマウント ヴィダー ２０８分

030a ワシントンの名門、ジョージタウン大学をそろって卒業した7人の エミリオ・エスティヴェスアンドリュー・マッカーシー、デミ・ムー アメリカ ジョエル・

030ab セント・エルモス・ファイアー 仲間が久しぶりに顔を合わせることになったのは、ビリーとウェンディ 1985年 ロブ・ロウ ジャド・ネルソン、アリー・シーティ コロンビア シュマッカー１０８分

354ａ 南北戦争に従軍したイーサン・エドワーズは終戦を迎えて3年後、テキサスで ジョン・ウェイン べラ・マイルズ、ウォード・ボンド ジョン・

354ａｂ 捜索者　 牧場を営む弟アーロンの許に戻る。彼を出迎えたのはアーロン始めその妻マーサ、18の娘ルシイ、1956年 ジェフリー・ハンターナタリー・ウッド、ジョン・クォーレン、 アメリカ フォード 119分

359ａ ジョージ・アームストロング・カスターは1857年、ウェスト・ポイントの陸軍士官 エロール・フリン アーサー・ケネディ、チャーリー・グレイブウィン ラオール・

359ａｂ 壮烈、第七騎兵隊 学校に入学したが、成績は開校以来最低といわれた。しかし、勇敢なことも開校以来と定評をとった1942年 オリビア・デ・ハビランドジーン・ロックハート、アンソニ・クイーン アメリカ ウォルシュ 140分

445a 学問でもスポーツでも、賞という賞を獲得して、ベンジャミンは大学を卒業 アン・バンクロフト マーレイ・ハミルトン、エリザベス・ウイルソン アメリカ マイク・

445ab 卒業 したが、それがなんのためなのか、彼は疑問を感じ、将来に対する不安でいらだっていた。 1967年 ダスティ・ホフマン マーレイ・ハミルトン、カール・ゴトリーブ ユナイト ニコルズ 　106分

127a 17歳のジョエルは、シカゴ郊外のハイスクールの3年生。自由企業研究会に トム・クルーズ カーティス・アームストロング アメリカ ポール・

127ab 卒業白書 属して、大学でも経営学専攻を目ざす彼は、一流大学に入り一流企業で働きたいと望んでいたが、1983年 レベッカ・デモ―ネイブロンソン・ピンチョット、ラファエル ワーナー ブリックマン 　９６分

129a 20代から30代の男女が織り成すさまざまな恋模様を豪華キャストが、 ベン・アフレック ドリュー・バリモア、ジェニファー・コ アメリカ ケン・

129ab そんな彼なら捨てちゃえば？ 恋愛における男女の本音や勘違いを等身大に演じる。 2009年 ジェニファー・アニストンケヴィン・コナリ―、ブラッドレイ・クーパー ワーナー クワピス １２９分

072a 清王朝末期の香港、腐敗した王朝打倒を掲げる革命家の孫文が ドニ―・イェン ニコラス・シェー、ファン・ビンビン 中国・香港 テディ・

072ab 孫文の義士団 同志たちに武装蜂起を促すため密かに来航。王朝の西太后が仕向けた暗殺集団に対抗するため、2009年 レオン・ライ ワン・シュエチー、レオン・カーフェイ ギャガ 　　チャン １３９分

026a サンフランシスコで無差別狙撃事件が発生。犯人は警察に対し、 クリントン・イーストウッドアンディ・ロビンソン、ハリー・ガーディノ ワーナー ドン・

026ab ダーティー・ハリー１ 10万ドルを支払わなければ、次の犠牲者を狙うと通告してきた 1971年 レニ・サントーニ ジョン・バーノン、ジョン・ラーチ ブラザース 　シーゲル １０２分

027a ダーティハリーことハリー・キャラハン刑事は忙しかった。ハイジャック事件を クリント・イーストウッドミッチェル・ライアン、ディウッド・ソウル ワーナー デッド・

027ab ダーティー・ハリー2 片づけると次は4人組の武装警官による容疑者事件に取り組まなければならなくなった。1973年 ハル・ホルブルックスフェルトン・ベリー、ロバート・ユーリック ブラザーズ 　　ポスト １２４分

028a サンフランシスコ市警殺人課のハリー・キャラハンは、相棒のフランク クリント・イーストウッドブラッドフォード・ディルマン、ジョン ワーナー ジェームズ・

028ab ダーティー・ハリー3 と市内をパトロール中、酒屋に押し入った強盗事件に駆り出された。 1976年 ハリー・ガーディノ デヴァレン・ブックウォルター、ジョン ブラザース 　ファーゴ 　９６分

029a サンフランシスコのゴールデン・ゲートを望む丘の上で、カーセックスの クリント・イーストウッドパット・ヒングル、ブラッドフォード ワーナー クリントン・

029ab ダーティー・ハリー4 最中、女が突然、男の急所を射ち抜いた。現場検証に来たハリー・キャラハン刑事1984年 ソンドラ・ロック ポール・ドレーク、ＡｕｄｅｎｉｅＪ.ｎｅｅｎａｎ ブラザーズ イーストウッド１１７分

267a T-800型ターミネーターを演じる。未来の人類反乱軍のリーダーである アーノルド・シュワルシェリンダ・ハミルトン、ポール・ウィンフィールド アメリカ ジェームズ・

267ab ターミネーター ジョン・コナーの母サラ・コナーを歴史から抹消するため、未来から殺戮マシーンのターミネーター「T-800」が送り込まれる1984年 マイケル・ビーン ランス・ヘンリクセン、アール・ポーエン ワーナー キャメロン １２６分

066a アメリカ中西部地方を襲った30年来の猛吹雪のため、リンカーン パート・ランカスタージーン・セバーグ、ジャクリーン・ビセット アメリカ ジョージ・

066ab 大空港 国際空港は痛烈な打撃をうけていた。空港のジェネラル・マネージャー 1970年 ディーン・マーチィンジョージ・ケネディ、ヴァン・へフリン ユニヴァーサル 　シートン １３７分

164a 米国の西部作家ホリイ・マーティンスは、旧友ハリー・ライムに呼ばれて、 ジョゼフ・コットン オーソン・ウエルズ、トレヴァー・ハワード イギリス キャロル・

164ab 第三の男 四国管理下にある戦後のウィーンにやって来たが、ハリーは自動車事故で死亡し、1949年 アリダ・ヴァリ パーナード・リー、パウル・ヘルビガー 東和・東宝 　リード １０４分

157a 第2次大戦末期。スイスとの国境に近いドイツの第17捕虜収容所。 ウイリアム・ホールデンオットー・プレミンジャー、ロバート・ アメリカ ビリー・

157ab 第十七捕虜収容所 ここの第4キャンプには、アメリカ空軍の兵士ばかりが収容されていた。 1953年 ドン・ティラー ハーヴェイ・レムベック、リチャード パラマント ワイルダー １２０分

146a 1843年、ミズーリ州インディペンデンスの町は「オレゴン熱」でわいた カーク・ダグラス ロバート・ミッチヤム、ローラ・オルブライト アメリカ アンドリュー・

146ab 大西部への道 おりから東部一帯には不況の嵐が吹き荒れていたから、人々が未開の 1967年 リチャード・ウィドマークハリー・ケイリー・ジュニア、Ｃｏｎｎｉｅ ユナイト Ⅴ・マクラグレン１２２分

369ａ サンフランシスコ、午前2時。4メートルの高い塀をめぐらした7階建ての シドニー・ポワチエジェランド・Ｓ・オルーリン、シェリー・ノース アメリカ ドン・

369ａｂ 大捜査線／霧のストレンジャー センチュリー家具会社周辺の道路は閉鎖され、同時にクレーン車からはしごがのびた1972年 バーバラ・マクネアフレッド・バー、アレン・ガーフィールド ユナイト メドフォード １１３分

160a 新たに作られたドイツの北部第3捕虜収容所に、札つきの脱走常習者 スティーヴ・マックイーンリチャード・アッテンボロー、ジェームス アメリカ ジョン・

160ab 大脱走 連合軍空軍将校たちが運び込まれた。しかし早くも“心臓男”と 1963年 ジェームズ・ガーナーチャールズ・ブロンソン、ドナルド・プレゼンス ユナイテッド スタージェス１７２分

363ａ ウォーターゲート事件の知られざる真相を暴き、ニクソン大統領を失脚に導いた ダスティ・ホフマン ジャック・ウォーデン、マーティン・バルサム アラン・Ｊ・



363ａｂ 大統領の陰謀 ワシントン・ポスト紙の記者カール・バーンスタインとボブ・ウッドワードの回顧録を映画化1976年 ロバート・レッドホードハル・ホルブルック、ジェイソン・ロバーズ アメリカ バクラ 132分

323a 香港警察のとびきりドジな刑事ジャッキーと彼の相棒ユンは日本へ逃亡した ジャッキー・チェン ユン・ピョウ、リチャード・ウン 香港 サモ・ハン・

323ab 大福星　ジャッキーチェーン 汚職ポリスのリンとその仲間の逮捕という重大な任務を命じられた。 1985年 サモ・ハン・キンポ―エリック・ツアン、チャーリー・チン 東映洋画 キンポ― 　９９分

242ａ 第二次大戦のガダルカナル島での戦いを舞台に、アメリカ海兵隊の厳格な ジョン・ウエイン ドン・テイラー、ジャニス・カーター アメリカ ニコラス・

242ａｂ 太平洋航空作戦 航空隊指揮官（少佐）とその部下の確執と和解・成長が主題となっている。 1951年 ロバート・ライアン ジョイ・C・フリッベン 　　レイ 　９９分

245ａ 1942年の初夏、日本軍の攻撃を阻止して反攻に転じるため、ハワイの ジョン・ウエイン ドン・テイラー、ジャニス・カーターカーター アメリカ ニコラス・

245ａｂ 太平洋作戦 オアフ島で猛訓練を行っていたアメリカ海兵隊ＶＭＦ第247戦闘機中隊は 1951年 ロバート・ライアン ジエイ・C・フリッベン、ウイリアム・ ＲＫＯラジオ 　　レイ 　９９分

004a 主人公の作家が、恋人と休暇をすごすためサント・ロぺにやってきた アラン・ドロン モーリス・ロネ、ジェーン・パーキン ジャック・

004ab 太陽が知っている そこへ、恋人の昔の男が来て、口論の果てに主人公に殺される。警察が 1968年 ロミー・シェナイダーポール・クローシェ ヘラルド 　　ドレ― １１６分

254ａ 1941年、クリスマスを迎えた上海。英国租界の邸宅に両親と暮らす クリスチャン・ベイルミランダ・リチャードソン、ナイジェル アメリカ スティーヴン

254ａｂ 太陽の帝国 ジム少年は、学校の勉強よりも空を飛ぶことに心を奪われていた 1987年 ジョン・マルコヴィッチ伊武雅刀、ＥｍｉｌｙＲｉｃｈａｒｄ、Ｒｕｐｅｒｔ ワーナー スピルバーグ１５４分

380a ヴィットリアは婚約者リカルドと重苦しい話しあいの一夜をあかしたすえ アランドロン フランシスコ・ラバル、リッラ・ブリグノン 伊・仏 ミケランジェロ

380ab 太陽はひとりぼっち 彼との婚約を解消した。あとを追うリカルドをふりきって、彼女は一人になる。1962年 モニカ・ヴィティ ルイ・セニエ、ロッサナ・ローリー 日・ヘラルド アントニオーニ―１２６分

023a ウエルス・ファーゴがら5万ドルの賞金がでることもあって、レイン ジョン・ウェイン ベン・ジョンソン、ロッド・テイラー アメリカ パート・

023ab 大列車強盗 は、若くて美しいロウ未亡人に手をかすことを承知した。夫人と一緒に 1979年 アン・マーグレット ボビー・ヴィントン、クリストファー・ジョージ ワーナー 　　ケネディ １１１分

376a スピード狂のタクシードライバーから謎の大富豪デヴリンのお抱え運転手に ジャッキー・チェンジェイソン・アイザック、デビ・メイザ‐ アメリカ ケビン・

376ab タキシード 転身したジミーには、絶対に守るべきルールがあった。それは、デヴリンのタキシードに2002年 ジェニファー・ラブ・フーイットリッチー・コスター、ピーター・ストメア ドノバン 　９９分

259ａ ニューヨーク。毒々しい夜の色彩と光の洪水に飾りたてられたその『闇』を ロバート・デ・ニーロ ピーター・ボイル、ジョディ・フォスター アメリカ マーティン・

259ａｂ タクシー・ドライバー をじっと見つめる虚ろな、しかし熱っぽい感情をこめた視線があった。 1976年 シビル・シェパード アルバート・ブルックス、ハ―ヴェイ コロムビア スコセッシ １１４分

145a 仮出獄を許されたトウ・ジャクソンが、ニューメキシコの故郷エメット ジョン・ウエイン ハワード・キール、ロバート・ワーカー アメリカ バート・

145ab 戦う幌馬車 の町に帰って来た。トウは自分を無実の罪に陥れて、刑務所へ送り、 1967年 カーク・ダグラス キーナン・ウィン、ブルース・キャボット ユニヴァーサル ケネディ 　９６分

172a 1937年。内乱のスペイン北部では、アメリカのカレッジ教授ロバート・ジョーダン ゲイリー・クーパー エイキム・タミロフ、アルトゥーロ・デ アメリカ サム・

172ab 誰が為に鐘は鳴る が人民戦線派に投じて右翼のフランコに対するゲリラを行なっていた。彼に与えられた1943年 イングリッド・バークマンジョゼフ・キャレイア、カディーナ・パ パラマント 　　ウッド １７０分

337a サンフランシスコの新名所、138階建てのダグラスタワーが落成式を迎えた スティーブ・マックイーンフレッド・アステア、ロバート・ワーグナー 20世紀Fox ジョン・

337ab タワーリング・インフェルノ ビル設計者とオーナー)は、屋上に立って眼下に広がる市の光景を見下ろしていた1974年 ポール・ニューマン フェイ・ダナウエィ、ウイリアム・ホールデン アメリカ ギラーミン 165分

168a 1908年の西部。デンバー・ポスト新聞の主催による過酷なレースが ジーン・ハックマン ジェームズ・コバーン、ベン・ジョンソン アメリカ リチャード・

168ab 弾丸を噛め 始まろうとしていた。それは、人間と馬による、踏破距離700マイル、賞金2 000ドル、1975年 キャンディス・バーゲンイアン・バネン、ジャン＝マイケル コロンビア ブルック １３１分

154a 一九四〇年六月初旬の土曜日だった。北仏ダンケルクにほど近い ジャン・ボール・ベルモンドフランソワ・ペリエ、ジャン・ピエール 仏・伊 アンリ・

154ab ダンケルク ズイドコートの海岸には四〇万近い英仏連合軍の兵士達が絶望と不安に 1964年 カトリーヌ・スバークピエール・モンティ、アルベール・レミ ヘラルド ヴェルズイユ１１９分

420a 1863年秋、南北戦争の激戦地テネシー州セント・デービッド。足に重傷を負い、 ケヴィン・コスナーグレアム・グリーン、ロドニ－・Ａ・グラント 東宝東和 ケヴィン・

420ab ダンス・ウィズ・ウルブス 片足を切断されると思い込んだ北軍中尉ジョン・ダンバーは、北軍と南軍両陣営の眺み合いが続く中1990年 メアリー・マクドネルFloyｄ・Red・Crow、ロバート・パストリ アメリカ 　コスナー 181分

085a ロサンゼルス在郷軍人病院の1室で、今年121 歳という老人ジャック・クラブ ダスティン・ホフマンマーティン・バルサム、リチャード・ アメリカ アーサー・

085ab 小さな巨人 は、歴史学者のインタビューに答えて、追憶の糸をたどりつつ、驚くべき事実を語り始めた。1971年 フェイ・ダナウエイ チーフ・ダン・ジョージ、シェフ・コー 東和 　　ペン １３９分

381a 五年の刑を終って娑婆に出た老ギャングのシャルルは足を洗ってくれと ジャンギャバン モーリス・ヒロ―、カルラ・マルリエ フランス アンリィー・

381ab 地下室のメロディー 縋る妻ジャネットをふりすてて、昔の仲間マリオを訪ねた。マリオはある計画をうち1963年 アラン・ドロン ヴィヴィア‐ヌ・ロマンス ヴェルヌイユ１１８分

431a 五年の刑を終って娑婆に出た老ギャングのシャルルは足を洗ってくれと ジャン・ギャバンモーリス・ビロウ、カルラ・マルリエ フランス アンリ・

431ab 地下室のメロディー　　(1) 縋る妻ジャネットをふりすてて、昔の仲間マリオを訪ねた。  1963年 アラン・ドロン ヴィヴィアーヌ・ロマンス ヘラルド ヴェリヌイユ　121分

006a 51年に製作されたＳＦ映画をキアヌ・リーヴス主演でリメイクした キアヌ・リーブス ジェイデン・スミス、キャシー・ベイツ ２０世紀 スコット・

006ab 地球が静止するとき ある使命を帯びて 地球に降り立った宇宙からの使者を. 2008年 ジェニファー・コネリージョン・ハム、ジョン・クリーズ フォックス デリクソン １０６分

232a チャーリー探偵事務所に在籍する美人探偵たちに、誘拐された キャメロン・ディアス ルーシー・リュー、ビル・マーレイ アメリカ マックＧ



232ab チャーリーズ・エンジェル ノックス・テクノロジー社の創立者、エリック・ノックスと、彼が開発した高性能の音声追跡ソフトを奪回する任務が下された2000年 ドリュー・バリモア ティム・カリー、クリスピン・グローバー ソニー・ピク 　９８分

329a アラスカの金鉱が発見されて人々が潮の様に金堀に赴いた頃の一 チャップリン トム・マーレイ、ジョージア・へイル チャールズ・

329ab チャップリン「黄金狂時代」 挿話である。一人ぼっちのチャーリーは吹雪に遭って小屋に駆け込む。 1925年 マック・スウェインマルコム・ウェイト アメリカ チャップリン 　10分

349ａ ストーリーは特になく、深夜、酩酊して帰宅した家の主人 が、寝室に行くまでに チャールズ・ アルバート・オースチン チャールズ・

349ａｂ チャップリンの午前一時　吹替 様々な家具に行く手を阻まれる様子を、流麗なパントマイムの至芸で見せている1916分 チャップリン アメリカ チャップリン 　30分

188a 30年間忠実な銀行員であったアンリ・ヴェルドゥは不況のため チャールズ・チャップリンアリソン・ロダン、ロバート・ルイス アメリカ チャールズ・

188ab チャップリンの殺人狂時代 馘首されたが、以後彼が足なえの妻と息子のために選んだビジネスは、金持ちの中年女を1947年 マディー・コレル ＡｕｄｒｅｙＢｅｔｚ，マーサ・レイ、ＡｄａＭａｙ 松竹洋画 チャップリン １２４分

304a キーストン時代のチャップリンの作品「にわか雨（雨に降 られて）」 … チャールズ・チャプリンアリス・ダヴぇンボート アメリカ チャールズ・

304ab チャップリン「雨に降られて」 チャーリーがある女性にちょっかいを出すと、その女性の夫に追い払われる。1914年 マック・スウェイン アリス・ハウエル、 　　 チャップリン 　１２分

305a チャーリーは歯科医のもとで歯科助手を務めていたが、ある時歯科医 チャールズ・チャプリンアリス・ハウエル、ジョゼフ・サザランド アメリカ チャールズ・
305ab チャップリン「笑いのガス」 のふりをして患者に麻酔（笑気麻酔？）を与えたところ、突然患者が笑い出して1914年 フリッツ・シエイド スリム・サマーヴィル、ジョゼフ・スウィ キートン・films チャップリン　１６分

306a 刑務所から釈放されたばかりの前科者は、牧師を騙った詐欺師に チャールズ・チャプリンウェズリー・ラッグルズ、レオ・ホワイト アメリカ チャールズ・
306ab チャップリンの改悟 金を巻き上げられ、すぐに娑婆の生活が嫌になる。その時、刑務所で 1916年 エドナ・パーヴァイアンスビリー・アームストロング、フレッド・ エッサネス チャップリン　２６分

443a ベルドゥは病弱な妻と息子を養うため、富豪の婦人を殺害しては、彼女ら チャップリン アリソン・ロダン、ロバート・ルイス アメリカ チャールズ・

443ab チャップリンの殺人狂時代 預貯金を奪い取っていた。彼は次にグロネエ夫人に狙いをすまし求婚するも、　1947年 マディー・コレル ＡｕｄｒｅｙＢｅｔｚ，マーサ・レイ、ＡｄａＭａｙ チャップリン 　123分

307a エドナは父と母とともに公園に遊びに行く、父は公園で女友達とかくれんぼに チャールズ・チャプリンマータ・ゴールデン、エドナ・パーヴァイん アメリカ チャールズ・
307ab チャップリンの女装 興じていたが、うとうととしている間に目隠しをされる。その間に、母とエドナは1915年 チャールズ・インズリーレオ・ホワイト、 エッサネイ チャップリン　２０分

308a 毎朝タイムレコーダーを押してのご出勤だが、それなりにカッコつけた制服姿 で、 チャールズ・チャプリンカール・ストックデール、ビリー・アーム アメリカ チャールズ・
308ab チャップリンの掃除番 毎日行内のゴミを集めたり掃除するのが彼の仕事だった。しかしそれも、相棒との …1915年 エドナ・パーヴァイアンスチャールズ・インズリー、ローレンス エッサネイ チャップリン　２５分

430a ジェイク・アレクサンダーは輝かしい経歴を持つCIAのベテラン捜査官。、 スティーブン・セガールバイロン・ギブソン、マイカ・ジャビア 伊・ハンガリー フィリップ・

430ab 沈黙の終焉　　<吹替え版> ある日、臓器売買の違法ブローカーを追跡していた彼は、 　2018年 ソーニャ・クーリングソラヤ・トレンス、ジェイ・ディー フィルピン マルチネス 　　85分

044a 元CIA工作員ジェイク・ホッパーの娘ジェシカが、友人である上院議員 スティーヴン・セガールモニカ・ロー、トム・ウー、ヴィンセント アメリカ チン・

044ab 沈黙の聖戦 の娘サラともどもタイでテロリストに誘拐される。テロリストは仲間の 2004年 バイロン・マン サラ・マルクル・レイン、ポンパット アートポート シウトン 　９１分

429a 世界中の武術家たちから少女を守る元特殊部隊員の活躍を描いた スティーブン・セガールユー・カーン、ルディー・ヤングブラッド 英・香港・ マチュー・

429ab 沈黙の達人　　<吹替え版> アクション。かつて世界最強の特殊部隊リーダーとして名を馳せ、正義とはいえ多くの命を奪ってきたアックスは、　2018年 スイス・ファン ヴィタヤ・バンスリンガン ウエシュラ- 　　85分

324a アラスカ、イヌイット湾。現地に巨大な石油コンビナートを持つエイジス石油会社 スティーヴン・セガールジョアン・チェン、ジョン・C・マッギン アメリカ スティーヴン

324ab 沈黙の要塞　吹替　セガール の採掘所が炎上していた。石油炎上事故消火の専門家フォレスト・タフト 1994年 マイケル・ケイン Irvin　Ｂｒｉｎｋ、リチャード・ハミルトン ワーナー ・セガール 101分

422a 数々の輝かしい戦果を誇る傭兵シーガー。そんな彼のもとへ、大物武器 スティ－ヴェン・セガールロジャー・グーンバー・スミス、 ドン・Ｅ・

422ab 沈黙の傭兵　<吹替え版＞ 商人の息子を刑務所から４日以内に脱獄させてくれとの依頼が舞い込む 2006年 ルーク・ゴス ジャクリーン・ロード、マイケル・ケネス アメリカ ファンルロイ　９６分

110a 左翼思想に傾倒するケイティーと政治的主義にとらわれない考え バーブラ・ストライサンドブラッドフォード・ディルマン、ロイス アメリカ シドニー・

110ab 追憶 を持つハベル。信条が正反対の二人は大学で出逢い、卒業後それぞれの道を進む。1973年 ロバート・レッドフォードパトリック・オニール、ジェームズ・ コロンビア ボラック １１８分

365ａ ロシア革命の犠牲から奇跡的に逃れ今も生存を伝えられるロマノフ ユー・ブリンナーヘレン・ヘイズ、イヴァン・デニ、 アメリカ アナトール・

365ａｂ 追想 王朝の皇女アナスタシアに絡まる恋と陰謀を描いた話題作 1957年 イグリッド・バーグマンエイキム・タミロス、マーティタ・ハント 20世紀fax リト・ヴァク 105分

454a 1927年大西洋無着陸横断飛行に成功したリンドバーグの偉業を、 ジェームズ・ステュワートアーサ・スペース、パトリシア・スミス アメリカ ビリー・

454ab 翼よ！あれが巴里の灯だ 彼の友人でもあったビリー・ワイルダーが映画化。 　1957年 バレット・ロビンソン マーレイ・ハミルトン、マーク・コネリー ワーナー ワイルダー 　138分

112a 五十歳の鉄道機関士アンドレア・マルコッチは、末っ子サンドロの誇りだった ピエトロ・ジェルミ エドアルド・ネヴォラ、シルヴァ・コシナ イタリア ピエトロ・

112ab 鉄道員 彼は最新式の電気機関車を動かし、酒場で誰よりも巧みにギターを弾いた 1956年 ルイザ・デラ・ノーチェカルロ・ジェフレ、ＲｅｎａｔｏＳｐｅｚｉａｎ イタリフイルム 　ジェルミ １１８分

214a 田舎町の貧しい家庭で育つ小学5年生の少年、ジェス。世界のどこにも ジョシュ・ハッチャーゾンズーイー・デシャネル、ロバート・バトリック アメリカ がボア・

214ab テラビシアにかける橋 自分の居場所を見出せないジェスだったが、唯一の慰めは、奇妙な生き物を空想し、それをスケッチブックに2007年 アナソフィア・ロブ ベイリー・マディソン、ケイト・バトラー 東北新社 　クスポ 　９５分

186a ネヴァダ州リノのカジノで歌うクラブ・シンガー、デロリス＝ヴァン・カルティエは、 ウーピー・ゴールドパークハ―ヴェイ・カイテル、キャシー・ナジミ― アメリカ エミール・



186ab 天使にラブ・ソングを・・ 一帯の顔役で、自身の愛人でもあるヴィンスが組織の裏切り者を殺す現場を見てしまう1992年 マギー・スミス ウヱンディー・マックナ、メアリー・ ブエナビスタ アルドリーノ １００分

018a 第1次大戦末期、トメニア国の兵士として戦線に出ていたユダヤ人の チャールズ・チャップリンポーレット・ゴダード、ヘンリー・ダニエル アメリカ チャールズ・

018ab 独裁者 床屋チャーリーは、戦傷によりすべての記憶を失ってしまう。戦後 1940年 ジャック・オーキー レジナルド・ガーディナー、ビリー・ ユナイテッド チャップリン １２５分

279ａ ジョン・ドリトルは少年時代、動物と話ができる不思議な能力を持っていた エディ・マーフィ オリヴァ－・ブラット、リチャード・シフ アメリカ ベティ・
279ａｂ ドクター・ドリトル だが、父親のアーチャーは異常だと心配し、悪魔払いまで呼んだうえ、ジョンから動物を遠ざけた1998年 オジー・ディヴィス クリスティン・ウィルソン、ジェフリー 20世紀Fox トーマス 　８４分

280ａ 動物と会話できる才能が世間に認められたドリトル先生は、いまや世界中を エディ・マーフィ レイヴァン・シモーネ、カイラ・プラット アメリカ スティーヴ
280ａｂ ドクター・ドリトル2 飛び回る人気者に。しかし娘のシャリーズは動物に振り回される生活にイライラ模様で2001年 クリスティン・ウィルソンリル・ゼーン、 20世紀Fox ・カー 　８８分

330a 19世紀末のロシア。ユーリー・ジバゴ（オマー・シャリフ）は、医学の勉強を オマーシャリフ ジュラルディーン・チャップリン デビット・

330ab ドクトル・ジバゴ 続けるかたわら詩人としても知られるようになった。幼い頃両親を失い、 1965年 ジュリー・クリフティロッド・スタイガー、アレック・ギネス ＭＧＭ リーン 197分

064a 第2次大戦の影がしのびよる一九三八年、ローマ。ドイツの権力者ヒトラー ソフィア・ローレン ジョン・ヴァ―ノン、フランソワーズ フランス エット―・

064ab 特別な一日 がローマにやって来るという記念すべき日。式典が行なわれるその日は 1977年 マルチェロ・マストロヤンニＰａｔｒｉｚｉａ　Ｂａｓｓ，Ｔｉｚａｉａｎｏ　de　Ｐ 　ヘラルド 　　スコラ １０６分

404ａ 秘匿事項とされた父親の謎の死の影を引きずり、野生の勘を頼りにした トム・クルーズ ヴァルキルマー、アンソニー・エドワード アメリカ ジョルジオ・

404ａｂ トップ・ガン 無鉄砲で型破りな操縦を行うパイロットである。 1986年 ケリー・マクギリストム・スケリット、マイケル・アイアンサイト パラマント モロダー １１０分

054a ボストン社交界の女王アミリア・ディダムは、伯父が死んだため ジョン・ウェイン ジャック・ウォーデン、エリザベス・ アメリカ ジョン・

054ab ドノバン珊瑚礁 アミリア・ディダム汽船会社を引き継ぐことになった。が、父ディダム医師が 1962年 リー・マービン セザール・ロメロ、マイク・マザーキ パナマウント 　フォード １０９分

156a 1939年9月1日、山本五十六中将の連合艦隊司令長官の就任式が、 マーティン・バルサムジョセフ・コットン、三橋達也 アメリカ リチャード・

156ab トラ・トラ・トラ 瀬戸内海に停泊中の、「長門」艦上でおこなわれた。それから1週間とたたないうちに1970年 山村　聰 E・G・マーシャル、田村高廣、島田 20世紀Fox フライシャー１４５分

068a 時は10世紀のヨーロッパ。戦争による分裂状態が続く国で農民が決起して ショーン・コネリー デヴィッド・シューリス、りー・オークス 米・英・スロ ロブ・

068ab ドラゴン・ハート 暴動を起こし、若きアイノン王子の目の前で圧政の限りを尽くした、 1996年 デニス・クエイド ジュリー・クリスティ、ディナ・メイヤー ユニバーサル 　コーエン １０３分

377a 清朝末期、広東の地にある小さな空手道場では、多くの若者たちが修業していた ジャッキー・チェンウォン・チェンリー、ラム・カウ 香港 ユアン・

377ab ドランク・モンキー酔拳 その道場の息子フェイ・フンは若さとエネルギーをもてあまし、 1978年 ユアン・シャオ・テイエンディーン・セキ、ワン・チェン 東映 ウ―・ビン １１１分

378a 列強進出が著しい清朝末期の広東。酔八仙（酔拳）を会得したものの、 ジャッキー・チェンティ・ロン、ラウ・カーリョン 香港 ラウ・

378ab ドランク・モンキー酔拳２ 酒の勢いで暴走してしまうフェイフォンは、父ケイインから酔拳の使用を禁じられていた。 1994年 アニタ・ムイ ロウ・ホイクオン、フェリックス・ウォン 東宝東和 カーリョン １０１分

126a 突然、鳥に襲われるようになった町の住人の恐怖を描いた、 ロッド・ティラー ティッピ・ヘドレン、ヴェロニカ・カートラ アメリカ アルフレッド・

126ab 鳥 パニック映画の原点とも言われ、生物パニック もののサスペンス。 1963年 ジェシカ・タンディ スザンヌ・プレシュット、エセル・グル ユニバーサル ヒッチコック １１９分

241ａ ナイヤガラ瀑布の近くにあるホテルに、朝鮮戦線から疲労して帰って来た マリリン・モンロー ジーン・ピータース、ケイシー・アダムス アメリカ ヘンリー・

241ａｂ ナイアガラ ジョージ・ルーミスが、妻ロースと一緒に泊まっていた。ローズは最近、 1953年 ジョセフ・コットン テニス・オディア、リチャード・アラン 20世紀Fox ハサウエイ  ８８分

421a 夜警のラリーが働くニューヨークの自然史博物館ではエジプトの石版の ベン・スティラー オーエン・ウイルソン、スティーヴ・クーガン 20世紀Fox ジョーン・

421ab ナイトミュージアム/エジプト王の秘密 の不思議な力によって、夜中になると生命を吹き込まれた展示物が動き出す2014年 ロビン・ウィリアムズリッキー・ジャーヴェイス、ダン・スティーヴン アメリカ 　レヴィ 　98分

437a リチャード・シャーマンは出版社の編集者。中年に近い恐妻家の男だが、 マリリン・モンロー イヴリン・キース、トニー・タフツ アメリカ ビリー・

437ab 七年目の浮気 避暑に出かける妻ヘレン,息子のリッキーを飛行場で見送り、妻君の口うるさい忠告に 1955年 トム・イーウエル ロバート・ストラウス、オスカー・ストラウス 20世紀Fax ワイルダー 　105分

228a 第二次大戦中のユーゴスラビアでは、強大なドイツ軍がパルチザン ロバート・ショウ バーバラ・バック、フランコ・ネロ イギリス ガイ・

228ab ナバロンの嵐 将兵七千を、ネレトバ峡谷に追いつめていた。彼らを救うにはネレトバ橋の 1978年 エドワード・フォックスカール・ウェザース、リチャード・キール コロムビア ハミルトン １１８分

150a 第二次大戦下の1943年、エーゲ海は独軍の制圧下にあり、ケーロス島の グレゴリー・ペック アンソニー・クイン、スタソニー・ベイカー アメリカ Ｊ・リー・

150ab ナバロンの要塞 英軍2000の生命は全滅の危機にあった。英軍救出の試みは度々なされたが、1961年 デイヴィッド・二―ヴンアンソニー・クエイル、イレーネ・パパス コロンビア トンプソン １５８分

331a 警官を射殺して捕らえられた麻薬中毒の少女ニキータは、政府の秘密機関に アンヌ・バリロー ラード、チェッキー・カリョ リュック

331ab ニキータ 属する暗殺者になることを迫られる。3年後、特訓の末にプロの殺し屋になった彼女は恋に落ち1990年 ジャンヌ・モロー ジャン＝ユーグ・アング、ジャン・レノ フランス ・ベッソン 117分

210a ピアース出版会社の校正係を勤めるウォルター・ミティは小心翼々たる ダニー・ケイ ポリス・カーロフ、フェイ・ベインダー アメリカ ノーマン・Z・

210ab 虹をつかむ男 平凡なサラリーマンだが、人なみはずれた白昼夢の持ち主であった。 1947年 ヴァージニア・メイヨ アン・ルザーフォード、サーストン・ 大映洋画 マクロード １１０分

185a 月に人が住むようになった時代。月のクレーターの地中から ケア・ディリア ウイリアム・シルベスター、ダニエル アメリカ スタンリー・



185ab ２００１年宇宙の旅 謎の石碑が発掘され、宇宙評議会のフロイド博士が調査に向かう。それから18カ月後、1968年 ゲイリー・ロックウッドレナード・ロシター、マーガレット・タイ メトロゴールドウィン キューブリック１４０分

122a ベルギーの都会ブルージスの家を棄てて、ガブリエル・バン・デル・マルは オードリー・ヘップバーンエディス・エヴァンス、ティム・ペギー アメリカ フレッド・

122ab 尼僧物語 修道院に入った。医師として有名な父バン・デル・マル博士をはじめ、弟妹たちや1959年 ピーター・フィンチ ティーン・ジャガー、ミルドレッド・ ワーナー ジンネマン １５１分

069a 映画監督として成功をおさめたサルバトーレのもとに、老いたアルフレードの フリップ・ノワレ サルバドーレ・カシオ、アルコ・レオナルディ 伊・仏 ジュゼッペ・

069ab ニュー・シネマ・パラダイス 死の知らせが届く。彼の脳裏に、“トト”と呼ばれた少年時代や多くの時間を過ごした「パラダイス座」、1989年 ジャック・ペラン アニューゼ・ナーノ、ブリジット・フォッセー ヘラルド トルナトーレ１２４分

383a 映画監督として成功をおさめたサルバトーレのもとに、老いたアルフレードのフリップ・ノワレ サルバドーレ・カシオ、アルコ・レオナルディ 伊・仏 ジュゼッペ・

383ab ニュー・シネマ・パラダイス（１） 死の知らせが届く。彼の脳裏に、“トト”と呼ばれた少年時代や多くの時間を過ごした「パラダイス座」、1989年 ジャック・ペラン アニューゼ・ナーノ、ブリジット・フォッセー ヘラルド トルナトーレ１２４分

462a 舞台は再開発の波が押し寄せる1980年代のニューヨークの東8番街 ジェシカ・ダンディ フランク・マクレー、エリザベス・ベーニア アメリカ マーシュ・

462ab ニューヨーク東8番街の奇跡<吹 アパートの住人のフランクらは、立ち退き問題に疲れ果てていた。その夜、　1987年 ヒューム・クローニンマイケル・カーマイン、ジョン・バンコウ ユニヴァーサル ロビンス 　106分

236ａ 20世紀初頭のニューヨーク。幼い頃に両親と生き別れたピーター・レイクは、 コリン・ファレル ジェニファー・コネリー、ウイリアム・ アメリカ アキヴァ・

236ａｂ ニューヨーク冬物語 裏社会を支配するパーリーのもとで悪に手を染める日々を送っていた。だがある日、2014年 シェシカ・ブラウン・フインドエヴァ・マリー・セイント、ラッセル・ ワーナー ゴールズマン１１８分

204a 中学生になったバスティアンは、父親の再婚で新しい学校に転向したが、 ノア・ハサウエイ タミ―・ストロナッハ、モーゼス・ガン 米・独 ウォルフガング

204ab ネェバーエンディングストリー 初日から不良グループ“ナスティーズ”に目を付けられ、追いかけ回される。1984年 バレット・オリヴァー パトリシア・ヘイズ、シドニー・ブロムリー 東宝東和 ペーターゼン　９５分

055a バツイチの冴えない男ウィリアムは、ロンドン西部のノッティング・ヒル ジュリア・ロバーツ リス・エヴァンス、ジーナ・マッキー イギリス ロジャー・

055ab ノッティングヒルの恋人 で旅行書専門の書店を営んでいる。大して儲かっていないその店に、ある日1999年 ヒュー・グラント ティム・マッキナリ―、エマ・チャン ワーキング 　ミッシェル １２３分

177a ハードボイルド・アクション。中国返還直前の香港を舞台に、刑事に扮する チョウ・ユンファ テレサ・モウ、フイリップ・コク 香港 ジョン・

177ab ハード・ボイルド～新、男たちの挽歌～ ユンファと、麻薬捜査官に扮するトニー・レオンが武器密輸団相手に 1992年 トニー・レオン アンソニー・ウォン、クワン・ホイサン パイオニア 　　ウー １２７分

065a 1881年10月26日午前11時、ＯＫ牧場での決闘は終わった。ワイアット ジェームズ・ガーナ―ロバート・ライアン、フランク・コンヴァ―ス アメリカ ジョン・

065ab 墓石と決闘 と肺病やみのドク・ホリディは無傷で立っていた。ワイアットの兄弟バージル 1967年 ジェイソン・ロバーズサム・メルヴィン、チャールズ・エイドマン ユナイテッド スタージェス１０２分

002a 主人公の保安官は、インディアンにさらわれた白人の子供を追跡していた ジェームス・スチュアートリンダ・クリスタル・シャーリージョーンズ ジョン

002ab 馬上の二人 同行するのは彼の旧友の騎兵隊員。二人は子供を救出するが……。 1961年 リチャード・ウィンドマークジョン・マッキンタイア・ＡｎｎｅｉｉｅＨａｙｅｓ コロムビア 　フォード １１０分

033a オクラホマの片田舎。父親が突然失踪したことをきっかけに、病気のため メリル・ストリーブ ユアン・マクレガー、クリス・クーパー アメリカ ジョン・

033ab 八月の家族たち 毎日薬漬けの日々を送る毒舌家の母ヴァイオレットの下に、娘たちが 2013年 ジュリア・ロバーツ アビゲイル・ブレスリン、べネディック アスミック 　ウェルズ １３０分

319a 1872年、ヴィクトリア女王治下の英京ロンドン。典型的な英国紳士でリフォーム テイヴィット・二―ヴンロバート・ニュートン、シャーリー・マク アメリカ マイケル・

319ab 80日間世界一周 倶楽部の会員フォッダ氏（デイヴィッド・ニーヴン）は、仲間の会員と80日間で1956年 カンティンフラン シャルル・ボワイエ、ジョー・E・ブラウン ユナイト アンダーソン１８２分

037a 自動車型タイムマシンで1985年から1955年へ時空移動した高校生が、 マイケル・Ｊ・フォックストーマス・Ｆ・ウイルソン、リー・トンプソン アメリカ ロバート・

037ab バック・トウ・ザ・フュ―チャーPart１ 自分と同世代だったころの両親と出会うなどして騒動を巻き起こす 1985年 クリストファー・ロイドクリスピン・グローヴァ―、クロ―ディ ユニバーサル 　ゼメキス １１６分

038a タイムマシンで30年前へとさかのぼってさえない家族の運命を マイケル・Ｊ・フォックストーマス・Ｆ・ウイルソン、リー・トンプソン アメリカ ロバート・

038ab バック・トウ・ザ・フュ―チャーPart2 激変させた高校生が、今度は30年後の未来に起き.・・・ 1989年 クリストファー・ロイドエリザベス・シュー、ジェームズ・トー ユニバーサル 　ゼメキス １０８分

338a 幼い頃、消化作業中に父（カート・ラッセル）の死を目の当たりにした カート・ラッセル ロバート・デ・ニーロ、スコット・グレイ ロン・

338ab バック・ドラフト ブライアン・マキャーフィーは職を転々とした末に、故郷のシカゴに新米消防士として戻って来た1991年 ウイリアム・ボールドウィンジェニファー・ジェイソン・リー アメリカ ハワード 137分

395ａ 幼い頃、消化作業中に父（カート・ラッセル）の死を目の当たりにした カート・ラッセル ロバート・デ・ニーロ、スコット・グレイ 　　　 ロン・

395ａｂ バック・ドラフト　　（１） ブライアン・マキャーフィーは職を転々とした末に、故郷のシカゴに新米消防士として戻って来た1991年 ウイリアム・ボールドウィンジェニファー・ジェイソン・リー アメリカ ハワード 137分

153a 1943年、アフリカ戦線。初陣のアメリカ第2機甲兵団は、ドイツの ジョージ・Ⅽ・スコットマイケル・ベイツ、カール・マイケル アメリカ フランクリン

153ab パットン大戦車軍団 ロンメル将軍の指揮する軍団をかい滅させたが、味方の損害も大きかった 1970年 カール・マルデン スティーブン・ヤング、モーガン・ポール ⒛世紀Fax ・J・シャフナー１７２分

271a 合衆国第9騎兵隊のカントレル中尉は、南北戦争終了後、軍法会議に ジェフリー・ハンタービリー・パーク、ウッディ・ストロード アメリカ ジョン・
271ab バッファロー大隊 付された黒人兵ラトレッジ軍曹（ウッディ・ストロード）の弁護を志願した。 1960年 コンスタンス・タワーズファノ・ヘルナンデス、ウィリス・バウ ワーナー フォード １１１分

290ａ カリフォルニア。ほろ苦い“花嫁のパパ”体験からようやく落ちつきを取り戻した スティーヴ・マーティンマーティン・ショート、キンバリー・ アメリカ チャールズ・

290ａｂ 花嫁のパパ2 ジョージ・バンクス（スティーヴ・マーティン）は、ささやかな幸せを感じている。1994年 ダイアン・キートン ジョージ・ニューバーン、キーラン・ ブエナビスタ シャイアー １０６分

325a 彼が幼い頃、数頭の馬の権利を争って決闘に及んだため死に ライアンオニールパドリック・マギー、ハーディー・クリュガー、 ワーナー スタンリー・



325ab バリー・リンドン 至った。バリーの母は遺された一人息子バリーを育てることに専念した。 1975年 マリサ・ベレンソンスティーヴン・バーコフ、ゲイ・ハミルトン ブラザーズ キュブリック 184分

178a 付き合って2年になるフランス人とアメリカ人はニューヨーク在住 ジュリー・デルビー ダニエル・ブリュール、アルベール・ 仏・独 ジュリー・

178ab パリ恋人たちの２日間 ベネチアでのバカンスの後、彼女の故郷パリに立ち寄る。ジャックはテロを警戒し2007年 アダム・ゴールドバーグマリー・ピレ、アレクシア・ランドー アルバトロス デルビー １０１分

047a パリに住むアメリカ人ジェリー・ミュリガンは、気ままな感じ易い青年だ ジーン・ケリー オスカー・レヴァント、ジョンジュ・ゲ アメリカ ヴィンセント・

047ab 巴里のアメリカ人 パリに留まって一1人前の絵描きになることが宿望だが、絵の勉強は一向に進まない1951年 レスリー・キャロン ニナ・フォック、ユージン・ボーデン ＭＧＭ 　　ミネリ １１５分

206a ニュー・ヨークのファッション雑誌クォリティ・マガジンは新しいモデルを オードリー・ヘップバーンケイ・トムスン、ミシェル・オークレール アメリカ スタンリー・

206ab パリの恋人 探し出してミス・クォリティと名づけ、パリの世界的デザイナー、ポール・デュヴァル1957年 フレッド・アステア ロバート・フレミング、Ｄｏｖｉｍａ パラマウント ドーネン １０３分

196a イングランドの南部ウェセックス地方は、豊かな牧羊地だった。牧羊農民の ジュリー・クリスティ ピーター・フィンチ、アラン・ベイツ イギリス ジョン・

196ab 遥か群衆を離れて ゲイブリエルは、隣人のバスシーバに結婚を申し込んだが、きっぱりと 1967年 テレンス・スタンプ ブルネラ・ランサム、ＦｉｏｎａＷａｉｋｅｒ ＭＧＭ シュレシンジャ―１６８分

451a イングランドの南部ウェセックス地方は、豊かな牧羊地だった。 ジュリー・クリスティピーター・フィンチ、アラン・ベイツ イギリス ジョン・

451ab 遙か群衆を離れて  （１） 牧羊農民のゲイブリエルは、隣人のバスシーバに結婚を申し込んだが、きっぱりと断わられた。1967年 テレンス・スタンプブルネラ・ラムサン、Fiona・Walker ＭＧＭ シュレシンジャー　168分

005a 第2次大戦のヨーロッパ戦線。破竹の進撃を続ける連合軍の間では、 ヘンリー・フォンダ ロバート・ライアン、ダナ・アンドリュース ワーナー ケン・

005ab バルジ大作戦 ナチの崩壊も時間の問題だという楽観ムードになっていたが、 1965年 ロバート・ショウ ジョージ・モンゴメリー、タイ・ハーディン ブラザーズ 　アナキン １７０分

010a ニューヨークにあるタトン音楽院では録音による音楽史を編纂していたが ダニー・ケイ ヒュー・ハーバード、スティーヴ・コクラン アメリカ ハワード・

010ab ヒット・パレード 民謡部分を担当しているフリズビ教授は黒人の作業員から世間では 1948年 ヴァージニア・メイヨ エドワード・プロムバーグ、フェリック 大映洋画部 　ホークス １１３分

106a 秘書のユンゲの手記に基づく映画です。彼女は総統秘書 として採用され ブルーノ・ガンツ ユリアーネ・ケーラー、トーマス・クレ 獨・伊・オーストラリア オリヴァー・

106ab ヒットラー最後の12日間 敗戦までを地下壕で過ごし、ドイツの降伏と、ソ連のベルリン占領を 体験する2004年 アレクサンドラ・マリアウルリッヒ・マテス、コリンナ・ハルフォー ギャガ ヒルシュビーゲル１５６分

011a 新聞記者フリッツ・ゲルリッヒの視点からヒットラーを描いている トーマス・サングスタージェナ・マローン、リーヴ・シュレイパー テレビ映画 クリスチャン

011ab ヒットラー第一部～我が闘争～ 全2部構成、第一部：我が闘争： 少年時代からミュンヘン一揆までを描く 2003年 ストッカード・チャニングジュリアナ・マルぐりーズ、マシュー カナダ・米 ・デュゲイ １７９分

237ａ ジョージ・イーストマンは野心に燃える青年だった。母子2人きりの モンゴメリー・クリストシェリー・ウインタース、キーフ・ブラッセル アメリカ ジョージ・

237ａｂ 陽のあたる場所 貧しい家に育ち、シカゴのホテルでボーイをしていたが、ウォーソーの町で水着製造工場を経営している1951年 エリザベス・テイラーフレッド・クラーク、レイモンド・バー パラマウント スティーヴンス１２２分

361ａ 戦争によって引き裂かれた男女の愛を描いたドラマ。結婚して幸せな日々を マルチェロ・マストロヤンニリュドミラ・サベーリエワ ロシア ヴィットリオ

361ａｂ ひまわり 送っていたジョバンナとアントニオだったが、第2次世界大戦が勃発し、アントニオはソ連の最前線に1970年 ソフィア・ローレン アンナ・カレーナ 伊・仏 デ・シーカ 107分

265a スティーブ・ジャッドは、かつて名保安官として鳴らした男だったが、 ランドルフ・スコット マリエット・ハートリー、ロナルド・スター アメリカ サム・

265ab 昼下りの決斗【吹替版】 今では西部の人々からも忘れ去られていた。ところが、シエラ山中のコース・ゴールドに金が1962年 ジョエル・マクリ― エドガー・ブキャナン、Ｒ・Ｇ・アーム ＭＧＭ ベキンパー 　９４分

260ａ クロード・シャヴァッスはパリの私立探偵である。御依頼ともあれば、 ゲイリー・クーパー モーリス・ロネ、モーリス・シュヴァリエ アメリカ ビリー・

260ａｂ 昼下がりの情事　　　1957年 アメリカの億万長者フラナガンとＸ夫人の濡れ場を盗み撮るという仕事も、やらねばならない1957年 オードリーヘップバーンジョン・マクギバー、ヴァン・ドード ロバート・Ⅿ ワイルダー １３０分

375a ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書「幻の動物とその生息地」の エディ・レッドメインアリソン・スドル、ダン・フォグラ― イギリス デヴィッド・

375ab ファンタスティク　ビーストと魔法使いの旅 編纂者である魔法動物学者ニュート・スキャマンダーが繰り広げる大冒険を描く2016年 キャサリン・ウォーターストンエズラ・ミラー、サマンサ・モートン ワーナー イエ―ツ １３３分

388a ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書「幻の動物とその生息地」の エディ・レッドメインアリソン・スドル、ダン・フォグラ― イギリス デヴィッド・

388ab ファンタスティク　ビーストと魔法使いの旅（１） 編纂者である魔法動物学者ニュート・スキャマンダーが繰り広げる大冒険を描く2016年 キャサリン・ウォーターストンエズラ・ミラー、サマンサ・モートン ワーナー イエ―ツ １３３分

399ａ ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書「幻の動物とその生息地」の エディ・レッドメインアリソン・スドル、ダン・フォグラ― イギリス デヴィッド・

399ａｂ ファンタスティク　ビーストと魔法使いの旅（２） 編纂者である魔法動物学者ニュート・スキャマンダーが繰り広げる大冒険を描く2016年 キャサリン・ウォーターストンエズラ・ミラー、サマンサ・モートン ワーナー イエ―ツ １３３分

282ａ アイオワ州の田舎町に住むレイ・キンセラは農業でなんとか家計をやりくりする ケヴィン・コスナー ギャビー・ホフマン、レイ・リオッタ アメリカ フィル・アルデン

282ａｂ フィールド・ドリームス 一見普通の貧乏農家。ただ、若い頃に父親と口論の末に家を飛び出し、 1989年 エイミー・マディガン ジェームズ・アール・ジョーンズ ユニヴァーサル ロビンソン １０７分

014a 2214年、地球に5千年に1度の危機が迫っていた。タクシードライバー ブルース・ウィリス イアン・ホルム、ミラ・ジョボビッチ リュック・

014ab フィクス・エレメント コーベンと、地球を救うというモンドシャワン星人の細胞から生まれた美女 1997年 ゲイリー・オールドマンクリス・タッカー ヘラルド 　ベッソン １２６分

080a 田舎のヒッピーコミューンを訪れた都会派夫婦が巻き起こす大騒動を、 ボール・ラッド ジャスティン・セロー、マリン・アッカーマン アメリカ デビッド・

080ab ふたりのパラダイス 「そんな彼なら捨てちゃえば？」のジェニファー・アニストン主演で描いたラブコメディ。2012年 ジェニファー・アニストンキャスリン・ハーン、ローレン・アンブローズ ユニバーサル 　ウェイン 　９８分

264a ユタ州の片田舎ボーモントの日曜日、午後。教会でウンザリしたような ケヴィン・ベーコン ジョン・リスゴー、ダイアン・ウィ―スト アメリカ ハーバート・



264ab フットルース 表情の若者が1人、牧師ムーアの説教を聞いている。その若者、高校生のレン・マコーミック1984年 ロリ・シンガー クリス・ベン、サラ・ジェシカ・バーカー パラマウント 　ロス １１０分

300a 仕事先のベルリンに滞在中に突然の事故で夫を亡くした航空機設計士の ジョディ・フォスター ショーン・ビーン、ケイト・ビーハン アメリカ ロベルト・

300ab フライト・プラン カイルは、6歳の娘・ジュリア、そして棺に入った亡き夫・デヴィッドと共にベルリン空港から飛行機に乗り、2005年 ピーター・サースガードエリカ・クリステンセン、ジュディス・ ブエナヴィスタ シュヴぇンケ　９８分

189a クリスが、ベトナムへやって来たのは1967年。大学を中退してまで トム・べレンジャー チーリー・シーン、フォレスト・ウィテ アメリカ オリバー・

189ab プラトーン ベトナムを志願したのは、次々と徴兵されていく同年代の若者たちのほとんどが1986年 ウイレム・デフォー フランチェスコ・クイン、ジョン・Ⅽ・ ワーナー ストーン １２０分

087a ロンドンのの出版社に勤める独身女性ブリジットはダイエットと レネー・ゼルウィガーヒュー・グラント、ジム・ブロードベント 英・仏 シャロン・

087ab ブリジット・ジョーンズの日記 恋愛に夢中の32歳。正月の新年パーティーでバツイチの弁護士マークに会うが、2001年 コリン・ファース ジェマ・ジョーンズ、エンべス・ディ ミラマックス マグアイア 　９７分

273ａ ロンドン。出版社に勤める32歳の独身女性ブリジット（レニー・ゼルウィガー）は、 レニー・ゼルウィガーコリン・ファース、ジェンマ・ジョーンズ アメリカ シャロン・
273ａｂ ブリジッド・ジョーンズの日記(1) ダイエットと恋愛が目下の関心事。そんな彼女が出版記念パーティーの夜、2001年 ヒュー・グランド ジム・ブロードベント、シャーリー・ヘンダー ＵＩＰ マグワイア　９７分

427a ハリウッドの娼婦ビビアンは偶然知り合ったウォール街の実業家エドワードにリチャード・ギアーローラー・サン・ジャクモ、ラルフ・バラミー アメリカ ゲイリー・

427ab プリティー・ウーマン 1晩買われる。ビビアンに興味を持ったエドワードは１週間の契約を結ぶ。　1990年 ジュリア・ロバーツジェイソン・アレクサンダー マーシャル 　119分

088a ニューヨーク、麻薬密売ルートを探るポパイことドイルと相棒の ジーン・ハックマン フェルナンド・レイ、トニー・ロビアンコ アメリカ ウィリアム・

088ab フレンチ・コネクション ラソー両刑事は、マルセイユからやってきたシャルニエの尾行を開始。 1971年 ロイ・シャイダー フレデリック・ド・パスカル、マルセル ⒛世紀Fax フリードキン１０４分

089a ニューヨークで取り逃がした麻薬王・シャルニエを追って、、“ポパイ” ジーン・ハックマン ベルナール・フレッソン、ジャン・ピエール アメリカ ジョン・

089ab フレンチ・コネクション2 ことドイル刑事はマルセイユに飛ぶ。しかし、ドイルがマルセイユに居ることを知った1975年 フェルナンド・レイ キャスリン・ネスビット ⒛世紀Fax フランケンハイマー１１９分

015a 今世紀初頭の香港。香港全島を統括するはずの長官チュンは ジャッキー・チェン ロザマンド・クワン、カリーナ・ラウ 香港 ジャッキー

015ab プロジェクトＡ２／史上最大の標的 暗黒街のボス“西環の虎”と結託し、無法の限りをつくしていた 1987年 マギー・チャン レジーナ・ケント、イザベラ・ウォン 東宝東和 ・チェン １０５分

057a ニューヨーク。料理記者として活躍するキャリアウーマンのジュリアンは、 ジュリア・ロバーツ キャメロン・ディアス、ルパート・エヴェ アメリカ Ｐ・Ｊ・

057ab ベスト・フレンズ・ウェディング 大学時代の恋人で今は親友のマイケルから結婚の報せを受けて 1997年 ダ―モット・マルロニーフィリップ・ポスコ、Ⅿ・エレメント・ トライスター 　ホーガン １０４分

063a 30歳のルシールは、50歳の金持紳士シャルルと同棲し、生活の面倒 カントリーヌ・ドヌーブロジェ・バン・オール、イレーネ・デ フランス アラン・

063ab 別離 をみてもらっていた。ルシールは、ぜいたくで怠惰な生活を愛し、シャルルは、1968年 ミシェル・ビッコリ Ｊａｃｑｕｅｓ　Ｓｅｒｅｙｓ 　カバリエ １２３分

334a 1866年、メキシコ。ベンジャミン・トレインという男が奴隷農夫ジョー・エリンから ゲーリー・クーパーデニーズ・ダーセル、セザール・ロメロ ロバート・

334ab ヴェラクルス 馬を買ったが、その馬はエリンが軍隊から盗んだものだったため、トレインは後を1955年 バート・ランカスターサリタ・モンディール、ジョージ・マクレディ アメリカ アルドリッチ 　94分

226a 西暦1世紀の初め、ユダヤがローマ帝国の支配下にあった頃の話 チャールストン・ヘストンスティーブン・ボイド、ハヤ・ハラリート アメリカ ウイリアム・

226ab ベン・ハー ユダヤの都エルサレムにローマ駐屯軍の新将校が着任した。メッセラである1959年 ジャック・ホーキンスヒュー・グリフィス、マーサ・スコット ＭＧＭ ワイラー ２１２分

438a ユダヤの豪族の息子、ベン・ハーの数奇な運命を通してローマの圧政と チャールストン・ヘストンヒュー・グリフィス、スチーブン・ボイド アメリカ ウイリアム・

438ab ベン・ハー   （１） キリストの最期を6年半の製作期間と54億円の巨費を投じて描いた 1959年 ジャック・ホーキンスハイヤー・ハラリード、トビー・ケベル ワイラー 　212分

224a ローマ帝国支配時代のユダヤ人貴族ユダ・ベン・ハーの数奇な ラモン・ノヴァロ メイ・マカヴォイ、ベティ・ブロンソン アメリカ フレッド・

224ab ベン・ハー1925版　上巻 半生にイエス・キリストの生涯を交差させて描く。サイレント映画 1925年 フランシス・Ⅹ・ブッシュクレア・マクドウエル、キャスリーン ＭＧＭ 　　ニプロ １４１分

225a 一つ目は、ドラマ性、特にベン・ハーとメッサラの関係 ラモン・ノヴァロ カーメル・マイヤーズ、ナイジェル・ メトロ・ゴールドウエイ

225ab ベン・ハー1925版　下巻 二つ目は、宗教色についてです、聖書からのエピソードを再現した場面1927年 フランシス・Ⅹ・ブッシュミッチェル・ルイス、レオ・ホワイト ・メイヤー １４１分

118a フランスの植民地アルジェリアの首都アルジェのカスバでの話である。 ジャン・ギャバン サテュルナン・ファーブル、シャルバン フランス ジュリアン・

118ab 望郷 カスバというのは回教徒が集まっている一劃の区域を指すのであるが、アルジェのカスバは1937年 ガブリエル・ガブリオリュカ・ギルドゥー、ジルベール・ジル パリフイルム デュビビエ 　９４分

382a マヌとローランは、性格はまったく違っていたが、実の兄弟のように仲が アラン・ドロン ジョアンナ・シムカス、セルジュ・レジアニ フランス ロベール・

382ab 冒険者たち 良かった。マヌーはパリにある飛行クラブの教師で、ハンサムでスマートな外見に1967年 リノヴァンチェラ ハンス・メイヤー、ポール・クローシェ 東映 アンリコ １１３分

039a 真冬のアラスカ、ストーンヘヴンの重犯罪者刑務所。ランキン所長 ジョン・ヴォイト レベッカ・デモ―ネイ、カイル・T・へフ キヤノン・ アンドレイ・

039ab 暴走機関車 の怒りを買って3年間も独房に入れられていたマニーが訴訟に勝ち、 1985年 エリック・ロバーツ ジョン・Ｐ・ライアン、Ｔ.K.Ｃａｒｔｅｒ フイルムズ コンチャロフスキー１１０分

009a ある一家が総出でパリに行くことになった。ところが息子のケビンだけは、　 マコーレー・カルキンダニエル・スラーン、ジョン・ハード ２０世紀 クルス・

009ab ホーム・アローン 出発のどさくさで、独り屋敷に取り残されてしまう。初めての一人暮らしに浮きたつケビン　1990年 ジョー・ぺシ キャスリン・オハラ、デヴィン・ラトレイ フォックス コロンバス １０３分

391ａ ある一家が総出でパリに行くことになった。ところが息子のケビンだけは、　 マコーレー・カルキンダニエル・スラーン、ジョン・ハード ２０世紀 クルス・



391ａｂ ホーム・アーロン　　（１） 出発のどさくさで、独り屋敷に取り残されてしまう。初めての一人暮らしに浮きたつケビン1990年 ジョー・ぺシ キャスリン・オハラ、デヴィン・ラトレイ フォックス コロンバス １０３分

137a 中国人とイギリス人のハーフで女医のハン・スーインは、国民政府の ウイリアム・ホールデントリン・サッチャー、イソベル・エルソン アメリカ ヘンリー・

137ab 慕情 将軍の夫人だったが、良人が共産軍との戦いで戦死してからは、香港病院で働いていた1955年 ジェニファー・ジョーンズマレイ・マシスン、バージニア・グレッグ ⒛世紀Fax 　キング １０１分

315a 81000トンの豪華客船ポセイドン号が、ギリシャに向かうためにニューヨーク港を ジーン・ハックマン レッド・バトンズ、キャロル・リンレイ アメリカ ロナルド・

315ab ボセイドン・アドベンチャー でたのは12月末だった。船長（レスリー・ニールセン）は最初から船の重心が高いことに気づいていた。1972年 アーネスト・ボークナインロディ・マクドウォール、ステラ・スティー 20世紀Fox ニーム １１７分

335a 81000トンの豪華客船ポセイドン号が、ギリシャに向かうためにニューヨーク港を ジーン・ハックマンアーネスト・ボーグナイン、レッド・バトンズ ロナルド・

335ab ボセイドン・アドベンチャー（１） でたのは12月末だった。船長は最初から船の重心が高いことに気づいていた。1972年 キャロル・リンレーロディ・マクドウォール、ステラ・スティー アメリカ ニーム 117分

327a 正義感に燃える刑事チャン（ジャッキー・チェン）は、以前は一線級の ジャッキー・チェンクリスタルコー、チュー・ヤン ジャッキー

327ab ポリス・ストーリー2～九龍の眼 特捜隊員だったが一本気な性格が災いしてか、署内ではいろいろと問題になる事も多く、1988年 マギー・チャン tung・Biao、ラム・コックン 香港 チェーン 121分

262a 数々の巨悪との闘いを繰り広げてきた香港警察の“スーパー・コップ”チェンは、 ジャッキー・チェン マギー・チャン、ケン・ツァン 香港 スタンリー・

262ab ポリス・ストーリー３ 恋人メイと穏やかな生活を送っていたが、世界的な犯罪組織『チャイバの帝国』を壊滅させるための1992年 ミシェル・ヨー ユン・ワー、タン・ビウ 東宝東和 　トン 　９５分

328a 数々の巨悪との闘いを繰り広げてきた香港警察の“スーパーコップ” ジャッキー・チェンマギー・チャン、ケン・ツァン スタンリー・

328ab ポリス・ストーリー3　　（１） チェンは、恋人メイと穏やかな生活を送っていたが、世界的な犯罪組織 1992年 ミッシェル・ヨー ユン・ワー、タン・ビウ 香港 トン 　96分

316a 第2次世界大戦末期のロシア戦線を舞台に、圧倒的な破壊力を持つ アレクセン・ヴェルトコフヴェレリー・グリシュコ、 ロシア カレン・

316ab ホワイトタイガー　ナチス極秘戦車 ナチスドイツの重戦車タイガーI改と、ソ連軍が開発したT-34/85が死闘を繰り広げるアクション2014年 ヴェタリー・キシュチェンコヴラディミール、イリイン 彩プロ シャフナザーロフ１０４分

426a 謎の組織にホワイトハウスが乗っ取られ、ワシントンD.C.が危機に陥る チャニング・テイタムマギー・ジェンホール、ジョーイ・キング アメリカ ローランド・

426ab ホワイトハウス・ダウン ワシントンD.C.が危機に陥る様子を描くアクション大作。 　2013年 ジェイミー・フォックスジェイソン・クラーク エメリッヒ 　131分

207a イライザは花売り娘だ。うすら寒い三月の風の中で声をはりあげて売り歩く オードリー・ヘップバーンスタンリ―・ホロウエイ、ウイルフリット アメリカ ジョージ・

207ab マイ・フェア・レディ ある夜、ヒギンス博士に言葉の訛りを指摘されてから、大きく人生が変った。1964年 レックス・ハリソン ジェレミー・ブレット、セオドア・バイケル ワーナー キューカー １７３分

397ａ イライザは花売り娘だ。うすら寒い三月の風の中で声をはりあげて売り歩く オードリー・ヘップバーンスタンリ―・ホロウエイ、ウイルフリット アメリカ ジョージ・

397ａｂ マイ・フェア・レディ　　(1) ある夜、ヒギンス博士に言葉の訛りを指摘されてから、大きく人生が変った。1964年 レックス・ハリソンジェレミー・ブレット、セオドア・バイケル ワーナー キューカー １７３分

384a 音痴のソプラノ歌手として知られる実在の人物フローレンス・フォスター・ メリル・ストリーブサイモン・ヘルバーク、ニナ・アリアンダ イギリス スティーブン・

384ab マダム・フロレンス‐夢見るふたり ジェンキンスに扮し、1944年、音楽の殿堂カーネギーホールで行われ、伝説として今なお2016年 ヒュー・グラント レベッカ・ファーガソン ギャガ フリアーズ １１１分

410ａ 鉄の門に閉ざれた館。ここには不気味なアダムス一家が住んでいる。 アンジェリカ・ヒューストンクリストファー・ロイド、ジミー・ワークマン アメリカ バリー・

410ａｂ マダムス・ファミリー　(吹替版） 当主のゴメスと妻のモーティシア、彼らの子供たちウェンズデーとパグズリー、モーティシアの母グラニー、執事のラーチ、そして「ハンドくん」と呼ばれる切断された手…。1992年 ラウル・ジュリアン エリザベス・ウイルソン、クリスティーナ・リッチ パラマント ソネンフェルド１００分

411ａ 鉄の門に閉ざれた館。ここには不気味なアダムス一家が住んでいる。 アンジェリカ・ヒューストンクリストファー・ロイド、ジミー・ワークマン アメリカ バリー・

411ａｂ マダムス・ファミリー２(吹替版） 当主のゴメスと妻のモーティシア、彼らの子供たちウェンズデーとパグズリー、モーティシアの母グラニー、執事のラーチ、そして「ハンドくん」と呼ばれる切断された手…。1992年 ラウル・ジュリアン エリザベス・ウイルソン、クリスティーナ・リッチ パラマント ソネンフェルド１００分

144a ある都で盛大な銅像除幕式があった。紳士貴女こもごも立って チャールズ・チャップリンフローレンス・リー、ハリー・マイアーズ アメリカ チャールズ・

144ab 街の灯 祝辞を述べた後に、いざ像を覆っていた幕が引き下されると、驚くベし 1931年 バージニア・チェリルアラン・ガルシア、ハンク・マン ユナイテッド チャップリン 　８７分

288ａ 第二次大戦中、スコットランドのマッケンジー捕虜収容所には、Ｕボートの艦長 ブライアン・キース イアン・ヘンドリー、パトリック・オコンネ アメリカ ラモント・

288ａｂ マッケンジー脱出作戦 シュロイッター（ヘルムート・グリーム）以下600 人の独軍兵が収容されていた。1970年 ヘルムート・グリームホルスト・ヤンセン、トム・ケビンスキー ユナイト ジョンソン １０６分

190a 1872年、アメリカの南西部。荒涼たるキャニオンにある小屋は異様な グレゴリー・ペック テリー・サヴァラス、カミラ・スパープ アメリカ Ｊ・リー・

190ab マッケンナの黄金 雰囲気に満ちていた。インディアンが隠した黄金を探し求める無頼漢コロラドと騎兵隊上がりの1969年 オマー・シャリフ キーナン・ウィン、ジュリー・ニューマー コロムビア トンプソン １２８分

090a 1989年の冬、フランチェスカ・ジョンソンの葬儀を出すために集まった クリントン・イーストウッドアニー・コーリー、ヴィクター・スレザック アメリカ クリントン・

090ab マディソン郡の橋 長男のマイケルと妹のキャロリンが母の手紙と日記を読み始める場面から 1995年 メリル・ストリーブ ジム・ヘイニー、サラ・キャサリン・ ワーナー イーストウッド１３４分

199a 人類とコンピュータの戦いを描いたSFアクション。プログラマとして キアヌ・リーブス キャリー＝アン・モス、ヒューゴ・ウィ アメリカ アンディ・

199ab マトリックス ソフト会社に勤務するトーマス・アンダーソンは、ネオという名で知られた凄腕ハッカーでもあった1999年 ローレンス・フィッシャバーングロリア・フォスター、ジョー・バントン ワーナー ウォシャウスキー１３６分

201a 全3部作の第2部。救世主として覚醒したネオは、コンピュータの支配から キアヌ・リーブス キャリー＝アン・モス、ヒューゴ・ウィ アメリカ アンディ・

201ab マトリックス～リローデッド 人類を解放するため戦いを続けていた。しかし、人間たちが暮らす最後の都市ザイオンに、2003年 ローレンス・フィッシャバーンシェイダ・ビンケット・スミス、グロリア ワーナー ウォシャウスキー１３８分

203a サンフランシスコ空港で飛行機から降り、タクシーに乗った若いカップルが スペンサー・トレンシーキャサリン・ヘップバーン、キャサリン アメリカ スタンリー・



203ab 招かざる客 人目をひいた。だが、人々のぶしつけな視線など気にしないかのように 1967年 シドニー・ポワチエ セシル・ケラウエイ、ベア・リチャーズ コロムビア クレイマー １０８分

016a 　 アリゾナ州の保安官補クーガンは現代に生き残った原始人のような男 クリントン・イーストウッドスーザン・クラーク、ティシャ・スターリング ドン・

016ab マハッタン無宿 本能的に狩りが巧みで、彼の追跡にあっては、いかなる凶悪犯も、とても 1968年 リー・Ｊ・コップ ドン・ストロード、トム・タリ-、メロディ ユニバーサル シーゲル 　９３分

165a 1870年、西部のハドリーヴィルの町、ある日曜日の午前のことである ゲイリー・クーパー ロイド・ブリッジス、カティ・フラード アメリカ フレッド・

165ab 真昼の決闘 この町の保安官ウィル・ケインは、事務所でエミイと結婚式を挙げていた 1952年 トーマス・ミッチェル グレース・ケリー、オットー・クルーガー ユナイテッド ジンネマン 　８５分

346ａ ジョー・バックは、カウボーイのいでたちでテキサスからニューヨークに出て来た ダスティン・ホフマンシルビア・マイルズ、ジョン・マギンバー ジョン・シュレ

346ａｂ 真夜中のカーボーイ　吹替え版 彼は自分の肉体と美貌を武器に、孤独なニューヨークの夫人達を慰めようと考えていた。1969年 ジョン・ボイト ブレンダン・バッカロ、バーナード・ヒューズ アメリカ シンジャー 113分

231a フランス革命時のベルサイユ宮殿で繰り広げられていた歴史の裏側を描く レア・セドゥー ブルジニ―・ルドワイヤン、グザビエ 仏・スペイン ブノワ・

231ab マリーアントワネットに別れをつげて 1789年7月14日、バスティーユが陥落し、王妃マリー・アントワネットとその寵愛を受けるポリニャック夫人の2012年 ダイアン・クルーガーノエミ・ルボフスキー ギャガ ジャコー １００分

355ａ 私立探偵サム・スペードはワンダリーという女性から仕事を依頼される。 ハンフリー・ボガートグラディス・ジョージ、ピーター・ローレ ジョン・

355ａｂ マルタの鷹 サムの相棒アーチャーがそれを引き受けるが、その後、彼は何者かによって殺害されてしまう。１９４１年 メアリー・アスター バートン・マクレーン、リー・バトリック アメリカ ヒューストン 101分

003a 聾唖学校の女教師が、夜ごとバーに繰り出しては男を誘惑する ダイアン・キートン ウイリアム・アザートン・リチャード・ギィア リチャード・

003ab ミスター・グッドバーをさがして 都会に生きる一人の孤独な女性の姿を描いたR・ブルックスが映画化 1977年 チューズディ・ウエルドアラン・フェインスタイン・トム・ベンジャー パラマント 　ブルックス １３５分

134a ある日、くじ引きの賞品でビデオカメラ＆南仏カンヌでのバケーションを当てた ローワン・アトキンソンマックス・ボルドリー、ウィレム・デフォー イギリス スティーヴ・

134ab Ｍｒ．ビーン　カンヌで大迷惑？ ミスター・ビーン。高速列車で映画祭開催中のカンヌへ向かう道中、 2007年 エマ・ドウ・コーヌ カレル・ローデン、シャン・ロシェフォール 東宝東和 ベンでラック　８９分

222a 砂漠。砂塵の中に第二次世界大戦に使われたらしい戦闘機の姿がみえる。 リチャード・ドレイファステリー・ガー、メリンダ・ディロン アメリカ スティーブン

222ab 未知との遭遇 それは、真新しく、20数年前の消失当時と同じ姿だ。調査団一行のリーダー、ラコーム（フランソワーズ・トリュフォー）により1977年 フランソワ・トリュフォーボブ・バラバン、ケイリー・ガフィー コロムビア スピルバーグ１３５分

197a IMFチームは、CIA秘密工作官のリスト漏洩事件における解明作業のため トム・クルーズ エマニュエル・べアール、エミリオ・ アメリカ ブライアン・

197ab ミッション・インポッシブル プラハで作戦を遂行していたが、その最中にイーサン・ハント以外のメンバー全員が次々と殺され、1996年 ジョン・ヴォイト クリスティン・スコット、インゲボルガ パラマウント デ・パルマ １１０分

286ａ 中央情報局の特殊作戦部は暗殺・謀略など特殊工作に従事している トム・クルーズ マニュエル・べアール、エミリオ・エス アメリカ ブライアン・

286ａｂ ミッション・インポッシブル　（１） ジム率いるIMFチームは、ＣＩＡ秘密工作官のリスト漏洩事件における 1996年 ジョン・ヴォイト クリスティン・スコット・トーマス、 パラマント デ・パルマ １１０分

405ａ 中央情報局の特殊作戦部は暗殺・謀略など特殊工作に従事している トム・クルーズ マニュエル・べアール、エミリオ・エス アメリカ ブライアン・

405ａｂ ミッション・インポッシブル　（２） ジム率いるIMFチームは、ＣＩＡ秘密工作官のリスト漏洩事件における 1996年 ジョン・ヴォイト クリスティン・スコット・トーマス、 パラマント デ・パルマ １１０分

084a 1942年4月18日。大日本帝国海軍連合艦隊司令長官山本五十六大将 チャールトン・ヘストングレン・フォード、三船敏郎、 アメリカ ジャック・

084ab ミッドウエイ は、渡辺安次中佐から、帝都東京が米軍の空襲をうけたという報告を受けた1976年 ヘンリー・フォンダ ロバート・ミッチヤム、ジェームズ・ ユニヴァーサル 　スマイト １３１分

374a 1942年4月18日。大日本帝国海軍連合艦隊司令長官山本五十六大将 チャールトン・ヘストングレン・フォード、三船敏郎、 アメリカ ジャック・

374ab ミッドウエイ　　　(1) は、渡辺安次中佐から、帝都東京が米軍の空襲をうけたという報告を受けた ヘンリー・フォンダ ロバート・ミッチヤム、ジェームズ・ ユニヴァーサル 　スマイト １３１分

398ａ 海で暮らす単細胞生物だったミニオンたちは、種別関係なしに最強最悪の主に サンドラ・ブロック ステーブ・クーガン、マイケル・キートン アメリカ ピエール・

398ａｂ ミニオンズ(アニメ） 仕えることを生きがいとし、地球史の中でティラノサウルス、原始人、エジプトのファラオ、2015年 ジョン・ハム マイケル・ビーティー、アリソン・ジャネイ ユニヴァーサル コフィン 　９１分

301a 1923年、ロンドン郊外のリッチモンド。作家のウルフは ニコール・キッドマンメリル・ストリーブ、エド・ハリス アメリカ スティーブン

301ab めぐりあう時間たち 病気療養のために夫レナードとこの町に住み、『ダロウェイ夫人』を執筆していた2003年 ジュリアン・ムーアトニ・コレット、クリア・デインズ アスミック ・ダルドリー １１４分

119a シアトルに住むサムは、妻に先立たれ孤独な日々を過ごしていた。 トム・ハンクス ビル・ブルマン、ロス・マリンジャー アメリカ ノーラ・

119ab めぐり逢えたら 父を励まそうと、8歳の息子がラジオ番組で「パパに新しい奥さんを……」と 1993年 メグ・ライアン ロージ・オドネル、ロブ・ライナー コロンビア エフロン １０５分

393ａ 万年最下位から脱し、昨シーズンは奇跡の逆転優勝を遂げたインディアンズ。 チャーリーシーン コービン・バンセン、デニス・ヘイスパート アメリカ デヴィッド・

393ａｂ メジャーリーグ２ 今年も期待がかかるが、ナインの様子が少しおかしい。豪速球型から変化球投手に転じた1994年 トム・ベレンジャー石橋貴明、マーガレット・ホイットマン ワーナー ・S・ワォード１０４分

394ａ カリフォルニアのマイナーリーグで投手としてプレーしていたガス・カントレルは コービン・バンセンデニス・ヘイスパート、石橋貴明 アメリカ ジョン・

394ａｂ メジャーリーグ３ 年齢による身体の衰えにより打者に打ち込まれるようになり、ついにはプレー中にボールを1995年 スコット・バクラ ウォルトン・コギンズ、ボブ・ユッカ― ワーナー ワォーレン １００分

136a 元刑事のジョン・ファーガスンは、屋上で犯人追跡中に同僚を ジェームス・スチュアートバーバラ・ベル・ゲデス、トム・ヘルモア アメリカ アルフレッド・

136ab めまい 墜死させたことから、高所恐怖症にかかって今は退職していた。商業画家の女友達、1958年 キム・ノヴァク ヘンリー・ジョーンズ、 パラマント ヒッチコック １２８分

459a 「スコティ」刑事は、犯人を追う途中に同僚を死なせてしまったショックで、 ジェームス・スチュアートバーバラ・ベル・ゲデス、トム・ヘルモア アメリカ アルフレッド



459ab めまい   （１） 高所恐怖症によるめまいに襲われるようになり、警察を辞めてしまう 1958年 キム・ノバック ヘンリー・ジョーンズ、レイモンド・ベイリー パラマント ヒッチコック 　128分

248ａ 地球に住まう異星人を監視する秘密組織「MIB」の活躍を描いた トミー・リー・ジョーンズララ・フリン・ボイル、ジョニー・ノック アメリカ バリー・

248ａｂ メン・イン・ブラック２ SFアクションコメディのシリーズ第2作。MIBのエージェントになって5年が経つJは、2002年 ウイル・スミス ロザリオ・ドーソン、トニー・シャループ ソニー・ピク ソネンフェルド　８９分

240ａ 1943年、イギリスの米軍基地。ナチス・ドイツを叩くため危険な白昼攻撃を マシュー・モディン テイト・ドノヴァン、Ⅾ・Ｂ・スウィーニー アメリカ マイケル・

240ａｂ メンフィス・ベル 繰り返す空の要塞Ｂー17の中で唯一24回出撃して無償の強運を持つのがメンフィス・ベルだった1990年 エリック・ストルツ ビリー・ゼイン、ショーン・アスティン ワーナー ケイトン・ジョーンズ１０７分

256ａ 陰謀うず巻く国際都市香港から、南シナ海にうかぶ要寒島ハンで開かれる ブルース・リー ジム・ケリー、アーナー・カブリ アメリカ ロバート・

256ａｂ 燃えよ！　ドラゴン 大武術トーナメントへの招待状が世界中の武術の名人にあてて送り出された。1973年 ジョン・サクソン ロバート・ウォール、シー・キエン ワーナー クローズ １０２分

143a チャーリーは大きな工場で職工をしていたが、毎日同じ機械を チャールズ・チャップリンヘンリー・バークマン、チェスター・ アメリカ チャールズ・

143ab モダン・タイムス 扱って単調無味な仕事を続けている内に、とうとう気が変になって 1936年 ポートレット・ゴダートスタンレー・スタンフォールド、ハンク ユナイテッド チャップリン  ８７分

187a モロッコ駐屯の独国外国人部隊の一兵卒にトム・ブラウンという米国人がいた ゲイリー・クーパー アドレフ・マンジュウ、ウルリッヒ・ハウプト アメリカ ジョセフ・フォン

187ab モロッコ 彼は人を人とも思わぬ不敵の男で、女なんかは一時の慰み物くらいにしか心得ず、1930年 マレーネ・デェートリッヒジュリエット・コンプトン、フランシス パラマウント スタンバーグ　９１分

013a 南北戦争も終わりの1865年、ヴァンスの指揮する南軍騎兵隊は、 リチャード・イーガンロバート・ミドルトン、ウィリアム・キャンベル 20世紀 ロバート・Ⅾ

013ab やさしく愛して 北軍の列車を襲い兵士の給料12000ドルを奪って帰隊した。が折しも 1956年 デブラ・パシェット ネヴィル・ブランド、ミルドレッド・ダン フォックス 　　ウェップ 　８９分

067a ジョーイはケニヤの北高原の監視官ジョージの妻で、ある日三匹の ヴァージニア・マッケナジェフリー・キーン、ロバート・ヤング イギリス ジェームズ・

067ab 野生のエルザ 牝ライオンの子を拾い、育てることにした。その中でいちばん小さいエルザをとくに可愛がった。1966年 ビル・トラヴァース ピーター・ルコイエ、ジェフリー・ベスト コロンビア 　　ヒル 　９５分

263a 輸送中の牛の中に、知らぬ間に他の牧場の牛がまぎれこんでいたので、 クリント・イーストウッドエド・ベグリー、パット・ヒングル アメリカ テッド・

263ab 奴らを高く吊るせ！ カウボーイのジェッドは、突然9人の男たちに襲われ、牛泥棒として、 1968年 インガ―・スティーヴンスベン・ジョンソン、チャールズ・マックロー ユナイト ポスト １１４分

060a 1880年代のアーカンソン州。マティは両家の子女にも似ず、気の強い、 ジョン・ウェイン キム・ダービー、ジェレミー・スレート アメリカ ヘンリー・

060ab 勇気ある追跡 だが、かわいい少女だった。そんな彼女の父親が、雇人のトムに殺された。 1969年 グレン・キャンベル ロバート・デュヴァル、アルフレッド パラマウント ハサウェイ １２８分

360ａ マンゴーは若い男で激しい性格、物事はすばやく片づけるのが得意だ。 クリントン・イーストウッドジャン・マリア・ボロンテ、マーラ・クルップ セルジオ・

360ａｂ 夕陽のガンマン　　　吹替え版 もう一人、大佐と呼ばれる男は初老で、身のこなしも上品、冷静に計算してから仕事を1965年 リー・バン・クリーフ ルイジ・ビスティッリ、クラウス・キンスキー イタリア レオーネ 130分

408ａ マンゴーは若い男で激しい性格、物事はすばやく片づけるのが得意だ。 クリントン・イーストウッドジャン・マリア・ボロンテ、マーラ・クルップ セルジオ・

408ａｂ 夕陽のガンマン　　 もう一人、大佐と呼ばれる男は初老で、身のこなしも上品、冷静に計算してから仕事を1965年 リー・バン・クリーフ ルイジ・ビスティッリ、クラウス・キンスキー イタリア レオーネ 130分

053a 南北戦争末期の西部。ジョーとテュコの二人はコンビを組んで クリント・イーストウッドリー・ヴァン・クリ―フ、ｍａｒｉｏＢｒｅｇａ イタリア セルジオ・
053ab 続・夕陽のガンマン 賞金をかせいでいた。テュコが人を殺し、賞金つきのお尋ね者となる。 1966年 イーライ・ウォラック ユナイト 　レオーネ １８６分

409ａ 南北戦争末期の西部。ジョーとテュコの二人はコンビを組んで クリント・イーストウッドリー・ヴァン・クリ―フ、ｍａｒｉｏＢｒｅｇａ イタリア セルジオ・

409ａｂ 続・夕陽のガンマン/地獄の決闘 賞金をかせいでいた。テュコが人を殺し、賞金つきのお尋ね者となる。 1966年 イーライ・ウォラック ユナイト 　レオーネ １８６分

456a ロス・ボーディーンとフランク・ポストは、モンタナの広大な牧場に働く ウイリアム・ホールデンカール・マルデン、リン・カーリン アメリカ ブレイク・

456ab 夕陽の挽歌 カウボーイで、年こそ大きな開きがあるが、大の仲良しである。ある日、　1971年 ライアン・オニールトム・スケリット、ジョン・ドン・ベイカー ＭＧＭ エドワーズ 　137分

322a 1930年代のカリフォルニア。流れ者のフランク・チェンバースは、ギリシャ移民の ジャック・ニコルソン ジョン・コリコス、マイケル・ラーナー アメリカ ボブ・

322ab 郵便配達は二度ベルを鳴らす ニック・パパダキスが経営するダイナーで機械工として働くことになった。 1981年 ジェシカ・ラング ジョン・Ｐ・ライアン、アンジェリカ・ パラマウント ラフェルソン 123分

059a ビッグ・ウィスキーという町の酒場で、娼婦と客の間にトラブルが起こった。 クリントン・イーストウッドモーガン・フリーマン、リチャード・ハリス アメリカ クリントン・

059ab 許さざるもの 客のカウボーイ、クイック・マイクが、娼婦のデライラの態度にケチをつけて、1992年 ジーン・ハックマン ジェームズ・ウールヴェット、ソウル ワーナー イーストウッド１３１分

007a 　　 荒事からは足を洗っていたウィリアム・マニーの元へ若いガンマンが訪れる。 クリントン・イーストウッドモーガン・フリーマン、リチャード・ハリス ワーナー クリントン・

007ab 許されざる者 娼婦に傷を負わせ賞金をかけられた無法者を追うためだ。マニーのかつての相棒1992年 ジーン・ハックマン ジェームズ・ウールヴェット、ソウル ブラザース イーストウッド１３１分

326a テキサスの平原で牧場を営むザカリー一家。その養女レイチェルが バートランカスター オーディ・マーヒィ、ジョン・サクソン ジョン・

326ab 許されざる者　　　(1) カイオワ族の娘であるという噂が広まる。牧場を切り盛りする長男のベンは真相を突き止めようとする。1960年 オードリー・ヘップバーンチャールズ・ビックフォード アメリカ ヒョーストン 125分

095a 南フランスのとある田園地帯。シジスモンは、若く美しい妻セルジーヌと シルヴィア・クルステルミレーユ・オーディベル、アンドレ・ フランス ヴァレリアン

095ab 夜明けのマルジュ 一人息子のエリー、そして召使いのフェリーヌと幸せな日々を 1976年 ジョー・ぺシダレッサＤｅｎｉｓ／Ｍａｎｕｅｌ，Ｎｏｒｍａ／Ｐｉｃａｄｉｌｌｙ 富士映画 ボロヴズィック　９３分

272a どしゃぶりの雨の中で起きた誘拐事件。犯人は父の愛人。 井上真央 小池栄子、森口瑠子、渡邊このみ



272ab 八日目の蝉 犯人は父の愛人。連れ去られたのは、私。私はその人を、本当の「母」だと信じて生きてきた。2011年 田中哲司 吉本菜穂子、市川実和子、余貴美子 松竹 成島　出 147分

450a ある冬の日の午前、ロンドン空港は海外旅行者でたてこんでいた。 エリザベス・テーラーマーガレット・ラザホード、マギー・スミス アメリカ アナトール・

450ab 予期せぬ出来事 この日の特別室の数名の人たちは、この空の旅にそれぞれ重大な意味を持っていた。1963年 ロバート・バートンロッド・テイラー、ルイ・ジュルダン ＭＧＭ グルンワント　 119分

440a 南仏の港町、ビルフランシュでジョーは観光客相手の釣船商売をし、 チャールズ・ブロンソンジェ-ムズ・メイソン、ジル・アイランド 仏・伊 テレンス・

440ab 夜の訪問者 妻ファビアンヌと娘ミシェールと三人で、静かな生活を送っていた。が、ある夏の夜、1970年 リブ・ウルマン ジャン・トパール、ミシェル・コンスタンタン 　 ヤング  　94分

114a 室内装飾家のジャン・モローが電話をかけようとすると、男が女と話している ロック・ハドソン トニー・ランドール、セルマ・リッター アメリカ マイケル・

114ab 夜も楽しく のが聞こえた。この共同線の色男は恋歌まで歌い出すのだ。ジャンは怒鳴った。ケンカした。1959年 ドリス・デイ マルセル・ダリオ、リー・パトリック ユニヴァーサル 　ゴードン １０２分

031a
031ab 4THマグナム警察もの
401ａ 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 ライアン・コズリングキャリー・ヘルナンデス、ソノヤ・ミズノ、 アメリカ デイミアン・

401ａｂ ラ・ラ・ランド　吹替版 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。オーディションに落ちて意気消沈していた女優志望のミアは、2016年 エマ・ストーン ジェシカ・ローゼンバーグ、Ｊ・Ｋ・シモンズ 　 チャゼル １２８分

094a 第二次世界大戦下のユダヤ人迫害を、ユダヤ系イタリア人の親子の ロベルト・ベニーニ ジョルジョ・カンタリーニ、ジュスティー イタリア ロベルト・

094ab ライフ・イズ・ビューティフル 視点から描いた作品である。 カンヌ国際映画祭で審査員グランプリを受賞。1997年 ニコレッタ・ブラスキ セルジョ・ビーニ・ブストリッチ、リディ チェッキ・ゴー ベニーニ １１７分

217a 第一次大戦前、ロンドンでの物語である。カルヴェロはミュージック・ホールの チャールズ・チャップリンナイジェル・ブルース、バスター・キートン アメリカ チャールズ・

217ab ライムライト 道化師で、かつてはイギリス最大の芸風を謳われたが、中年をすぎた今はすっかり落ちぶれてしまった1952年 クレア・ブルーム シドニー・チャップリン、ノーマン・ロイド ヘラルド チャップリン １３７分

452a ロンドンの安アパートに住む芸人のカルベロは階段脇の部屋で Ｃ．チャプリン ナイジェル・ブルース、バスター・キートンキートン アメリカ チャールズ・

452ab ライムライト    （１） 倒れていた女性テリーを助ける。彼女はバレリーナで、関節炎で足が動かなくなり、1952年 クレーア・ブルームシドニー・チャップリン、ノーマン・ロイド ヘラルド チャップリン 　137分

128a トムクルーズ演じる主人公が日本軍に捕らえられ、武士道に 触れていく トム・クルーズ 真田広之、小雪、小山田真、原田 アメリカ エドワード・

128ab ラストサムライ 武士道に染まりながらも完全にはサムライになり きれなかった 2003年 渡辺謙 ディモシー・スボール、ビリー・コノリー ワーナー ズウィック １５４分

352ａ かつての南北戦争の英雄、オールグレン大尉は戦争の無意味さに疲弊し トム・クルーズ 真田広之、小雪、ビリー・コノリー エドワード・

352ａｂ ラスト・サムライ　　吹替え版 今はアル中暮らし。そんな彼が、近代化を目指す日本の軍隊の教官として雇われて日本へ渡り、2003年 渡辺謙 ティモシー・スボール、トニー・ゴールドウィン アメリカ ズイック 154分

071a 唐王朝がその衰退を呈していた9世紀中頃の中国では、政治の腐敗から アンディ・ラウ チャン・ツィイー・ソン・タンタン 中国 張芸諜

071ab LOVERS　～台湾　金城 国内各地に反政府組織が乱立していた。飛刀門という反乱組織を討伐するよう命を2004年 金城武 ワーナー チャン・イーモウ１２０分

372a ある夜、ロサンゼルスの高級アパートメントから売春婦が飛び降り自殺する メル・ギブソン ゲイリー・ビジー、ミッチェ・ライアン アメリカ リチャード・

372ab リーサル・ウェポン LA市警察本部捜査第一課のロジャー・マータフ部長刑事が、現場に臨場。死んだ売春婦は、マータフの旧友の娘であった。 1987年 ダニー・グローヴァ‐トム・アトキンス、ダーリン・ラヴ ワーナー ドナー １１０分

389ａ ある夜、ロサンゼルスの高級アパートメントから売春婦が飛び降り自殺する メル・ギブソン ゲイリー・ビジー、ミッチェ・ライアン アメリカ リチャード・

389ａｂ リーサル・ウェポン　　(1) LA市警察本部捜査第一課のロジャー・マータフ部長刑事が、現場に臨場。死んだ売春婦は、マータフの旧友の娘であった。 1987年 ダニー・グローヴァ‐トム・アトキンス、ダーリン・ラヴ ワーナー ドナー １１０分

373a ある夜ロスのダウンタウンで、リッグスとマータフの2人の刑事は メル・ギブソン ジョー・べシ、ショス・アクランド、 アメリカ リチャード・

373ab リーサル・ウェポン2‐炎の約束 暴走するＢＭＷの中から大量のクルーザーランド金貨を見つけた。 1989年 ダニー・グローヴァ‐デリック・オコナ－、パッシイ・ケンジェット ワーナー ドナー １１４分

390ａ ある夜ロスのダウンタウンで、リッグスとマータフの2人の刑事は メル・ギブソン ジョー・べシ、ショス・アクランド、 アメリカ リチャード・

390ａｂ リーサル・ウェポン2‐炎の約束 暴走するＢＭＷの中から大量のクルーザーランド金貨を見つけた。 1989年 ダニー・グローヴァ‐デリック・オコナ－、パッシイ・ケンジェット ワーナー ドナー １１４分

169a カービー・ヨーク中佐は、南北戦争でシェリダン将軍の率いる北軍に ジョン・ウエイン ベン・ジョンソン、クロード・シャーマン アメリカ ジョン・

169ab リオ・グランデの砦 参加し、シェナンド谷の妻の親族の所有地を焼いたので、怒った妻は 1950年 モーリーン・オハラ チル・ウィルス、ハリー・ケイリー・ジュニア ＮＣＣ フォード １０５分

366ａ カービー・ヨーク中佐は、南北戦争でシェリダン将軍の率いる北軍に ジョン・ウエイン ベン・ジョンソン、クロード・シャーマン アメリカ ジョン・

366ａｂ リオ・グランデの砦　　　（１） 参加し、シェナンド谷の妻の親族の所有地を焼いたので、怒った妻は 1950年 モーリーン・オハラ チル・ウィルス、ハリー・ケイリー・ジュニア ＮＣＣ フォード １０５分

368ａ メキシコとの国境に近いテキサスの町リオ・ブラボ－－保安官のチャンスは、 ジョンウェイン リッキー・ネルソン、ワード・ボンド アメリカ ハワード・

368ａｂ リオ・ブラボー 殺人犯ジョーを捕えた。しかし、ジョーの兄バーデットはこの地方の勢力家で1959年 ディーンマーチン アンジ―・デイッキンソン、ジョン・ラセル ワーナー フォークス １４１分

367ａ 上院議員ランスが西部の田舎町シンボンにやって来たのは、牧場主トムの ジェームズ・スチュアートヴェラ・マイルズ、リーマービン アメリカ ジョン・

367ａｂ リバティ・バランスを射った男 葬儀に出るためだった。25年前、ランスは新米の弁護士で、この町で開業しようとしたが、荒くれ者リバティに1962年 ジョンウェイン エドモンド・オブライエン、アンディ・デヴァイン パラマント フォード １２２分

079a 17歳の少年ジムは泥酔のため、集団暴行事件の容疑者として警察に ジェームス・ディーンサル・ミネオ、アン・ドーラン、コリー アメリカ ニコラス・



079ab 理由なき反抗 連行された。彼は、そこで夜間外出で保護を受けた少女ジュディや、仔犬を射って1955年 ナタリー・ウッド ウイリアム・ホッパー、ロチェル・ハ ワーナー 　　レイ １１１分

111a アメリカの地方都市で秘書をしていた三十八歳のジェイン・ハドスン キャサリン・ヘップバーンイザ・ミランダ、ダレン・マッガウィン イギリス ディヴィッド・

111ab 旅情 欧洲見物の夢を実現し、ヴェニスまでやって来た。フィオリナ夫人 1955年 ロッサノ・ブラッツィ マリ・アルドン、マクドナルド・パーク ＵＡ／松竹 　　リーン １００分

344a 修行の旅を続けるあんぱん和尚（ウー・マ）は、弟子の不思議な鏡の術を使う アンソニー・チェーンロレッター・リー、チン・カーロウ リッキー・

344ab 霊幻道士　　　完結編 美少女チンチンを従え、町に帰ってきた。同じ頃、あんぱん和尚のライヴァルである道士ゴクウ1988年 ウー・マー チュン・ファト、ホー・キンウェイ 香港 　リュウ 　93分

045a チャーリーは高級車のディーラーをしているが経営が思わしくない。 ダスティン・ホフマンヴァレりア・ゴリノ、ジェリー・モレン アメリカ バリー・

045ab レインマン そんな彼のもとに長い間没交渉になっていた父の訃報が届く 1988年 トム・クルーズ ジャック・マードック、ポニー・ハント ユナイテッド レヴィンソン １３３分

291ａ チャーリーは高級車のディーラーをしているが経営が思わしくない。 ダスティン・ホフマンヴァレりア・ゴリノ、ジェリー・モレン アメリカ バリー・

291ａｂ レインマン　　　　（１） そんな彼のもとに長い間没交渉になっていた父の訃報が届く。 1988年 トム・クルーズ ジャック・マードック、ポニー・ハント ユナイテッド レヴィンソン １３４分

435a 強盗団のリンクと相棒のゴーシュは金貨輸送の郵便貨車を襲い、 チャールズ・ブロンソンウルスラ・アンドレス、アラン・ドロン 仏・伊・スぺイン テレンス・

435ab レット・サン 金貨を奪取した。日米修好の任務を帯びた坂口備前守日本国全権大使一行が1971年 三船敏郎 キャプシーヌ、田中浩、中村哲 パラマント ヤング 　112分

107a 1916年。第一次世界大戦下のフランス北部。連合国軍が執り行う マティアス・シュヴァイクヘーティル・シュヴァイガー、ジョセフ・ ドイツ ニコライ・

107ab レッド・バロン 葬儀会場に突如ドイツ軍飛行隊が出現する。隊を率いる若き凄腕パイロット2008年 レナ・ヘディ フォルカー・ブルッヒ ブロードメディア ミューラーショーン１２９分

149a 西暦208年、曹操率いる80万の魏軍に対抗するため、赤壁の戦いを描く 2008年 トニー・レオン チャン・フォンイー、チャン・チェン 米・中・台・韓 ジョン・ １４５分

149ab レッドクリフ　Part　Ⅰ・Ⅱ  2部構成となっており、PartⅡ—未来の最終決戦— 2009年 金城　武 ビッキー・チャオ、フー・ジョン、中村 東宝東和 　　ウー １４４分

174a 2部作の後編、2000隻の軍船を率いて侵攻してきた曹操軍は、疫病で トニー・レオン チャン・フォンイー、チャン・チェン 米・中・台 ジョン・

174ab レッドクリフ　PartⅡ　未来への最終決戦 死んだ自軍の兵士たちの遺体を対岸の連合軍側に流す。それを見た周瑜たちは2009年 金城　武 フー・ジュン、中村獅童、リン・チーリン 東宝東和 　　ウー １４４分

458a キューバの老人とカジキの死闘の話を実話として「青い海の上で スペンサー・トレンシードン・ダイヤモンド アメリカ ジョン・

458ab 老人と海 メキシコ湾流便り」と題して寄稿しており、作品テーマ自体はかなり前から保持していた 1958年 フェリッペ・パゾス ワーナー スタージェス　　86分

317a 遠い遠い昔、闇の冥王サウロンは密かに、世界を滅ぼす魔力を秘めた“ひとつの輪”をイライジャ・ウッド ヴィゴ・モーテンセン、ショーン・アスティ―ン 米・ニュージーランド ピーター・・

317ab ロード・オブ・リング 指輪”を作り出した。サウロンは自らの残忍さ、邪悪さ、そして生きるものすべてを2001年 イアン・マッケラン ショーン・ビーン、リヴ・タイラー 日本ヘラルド ジャクソン １７８分

351ａ 邪悪な力を持つ指輪を滅びの山に捨てるべく旅を続けるフロドとサムだったが イライジャ・ウッド リブ・タイラー、ビゴ・モウーテンセン ピーター・

351ａｂ ロード・オブ・リング/王の帰還 同行するゴラムの策略にはまり仲を裂かれてしまう。一方、ヘルム峡谷の戦いで思わぬ敗北を喫したサウロン軍は、2003年 イアン・マッケラン ジョーン・アスティン、ケイト・ブタンシェット アメリカ ジャクソン 203分

318a ミドル・アースでは闇の勢力がますます力を増大させている。そんな中、 イライジャ・ウッドヴィゴ・モーテンセン、ショーン・アスティ―ン 米・ニュージーランド ピーター・・
318ab ロード・オブ・リング～二つの塔～ 離ればなれとなってしまった旅の仲間たちは三方に分かれたまま旅を続けるのだった2002年 イアン・マッケランバーナード・ヒル、クリストファ 日本ヘラルド ジャクソン１７９分

097a ロマンティック・コメディ。ヨーロッパを周遊中の某小国の王女アンは、 オードリー・ヘップバーンエディ・アルバート、ハーコート・ウィ アメリカ ウィリアム・

097ab ローマの休日 常に侍従がつきまとう生活に嫌気が差し、滞在中のローマで大使館を脱出。1953年 グレゴリー・ペック マーガレット・ローリング、パオロ・カル パラマウント ワイラー １１８分

333a 年に一度のお祭りで賑わうロシュフォールの街で、美しい双子の姉妹 カトリーヌ・ドヌーブフランスワーズ・ドルレアック ジャック・

333ab ロシェフォールの恋人たち ソランジュとデルフィーヌは運命の恋人の出現を待っていた。日本では67年に劇場初公開。1967年 ジョージ・チャキリスジャック・べラン、ダニエル・ダリュー フランス 　　ドゥミ 127分

124a 強敵ドラゴを倒しソ連から凱旋したロッキー。しかしそんな彼を シルヴェスター・スタローンバート・ヤング、ＳａｇｅＳｔａｉｉｏｎｅ アメリカ ジョン・Ｇ・

124ab ロッキー５　　 連戦の結果による脳障害が襲う。医者の忠告により引退を決意したロッキーだが1990年 タリア・シャイア バージエス・メレディス、トミー・モリソン ユナイト アヴィルドセン１０５分

091a ある事情で十字軍の一員としてヨーロッパに渡ったロビン・フッド ショーン・コネリー ロバート・ショウ、リチャード・ハリス イギリス リチャード・

091ab ロビンとマリアン と親友リトル・ジョンの二人は、獅子王の死によって、十八年ぶりに 1976年 オードリー・ヘップバーン二コル・ウイルアムソン、デンホルム コロンビア 　コネリー １０６分

162a 1800年代、アイオワ。ワイアット・アープ少年は厳格な父ニコラスに ケヴィン・コスナー ジーン・ハックマン、ジェフ・フェイヒー アメリカ ローレンス・

162ab ワイアット・アープ 家族の絆の強さと正義を教え込まれて育った。成長したワイアットは、 1994年 デニス・クエイド マーク・ハーモン、マイケル・マドセン ワーナー 　カスダン ２９１分

133a 1882年、アメリカ西部のどこか。雄大な大自然の中で、牛を追う4人の男 ロバート・デュヴァルアネット・ベニング、マイケル・ガンボン アメリカ ケヴィン・

133ab ワイルド・レンジ最後の拳銃 牧場を持たずに草原から草原へと自由気ままに移動しながら牛を育てる“オープン・レンジ”とも2003年 ケヴィン・コスナー マイケル・ジェッタ―、ディエゴ・ルナ ヘラルド 　コスナー １４０分

227a 1944年12月25日。ナチス・ドイツは連合軍との戦いに相次いで敗れ、 ウルリッヒ・ミューエ ジルヴェスター・グロート、アドリアーナ ドイツ ダニー・

227ab わが教え子・ヒットラー 完全な劣勢に立っていた。ナチスの宣伝大臣ゲッベルスはそんな国家存亡の危機に2008年 ヘルゲ・シュナイダーシュテファン・クルト、ウルリッヒ・ネーテン アルバトロス レヴィ 　９５分

147a 白血病の姉・ケイトを救うために、ドナーとして作られて産まれた11歳の キャメロン・ディアス アレック・ボールドウィン、ジェイソン アメリカ ニック・



147ab 私の中のあなた 妹アナは、ある日突然、「自分の体のことは自分で決める」と臓器提供を強いる2009年 アビゲイル・ブレスリンソフィア・バジリーバ、トーマス・デッカー ギャガ カサべテス １１０分

012a 1920年代のニューヨーク。仲間と悪事の数々を働いていた少年 ロバート・デ・ニーロ エリザベス・マクガヴァン、ジョー・ぺシ ワーナー セルジオ

012ab ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ ヌードルスはある日、マックスと運命的な出会いを果たす。そして 1984年 ジェームズ・ウッズ ジェニファー・コネリー、ダーラン・ ブラザーズ ・レオーネ １４４分
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