
 

 

 

 

 

 

シネマエール東北～東北に映画を届けよう！プロジェクト 

4年間の記録 

 

(1) 上映回数、上映会場数（2011-2014） 

上映回数       

 岩手県 宮城県 福島県 山形県 青森県 計 

2011 114 55 33 9 1 212 

2012 99 45 15 2 0 161 

2013 63 18 17 0 0 98 

2014 43 30 8 1 0 82 

合計 319 148 73 12 1 553 

 

上映会場数       

 岩手県 宮城県 福島県 山形県 青森県 計 

2011 79 48 24 8 1 160 

2012 74 38 12 1 0 125 

2013 56 17 16 0 0 89 

2014 32 26 8 1 0 67 

合計 241 129 60 10 1 441 

 

           

(2) 参加者数（2011-2014）      

 岩手県 宮城県 福島県 山形県 青森県  

2011 3,078 2,350 1,429 283 34 7,174 

2012 2,939 3,307 1,422 37 0 7,705 

2013 2,512 2,674 1,020 0 0 6,206 

2014 1,555 3629 833 11 0 5,908 

合計 10,084 11,940 4,704 331 34 27,093 

 

(3) 上映会開催市町村 41市町村（2011-2014） 

岩手県： 一関市、岩泉町、大槌町、大船渡市、釜石市、田野畑村、野田村、洋野町、普代村、宮古市、山田町、陸前高田市 

宮城県： 石巻市、岩沼市、女川町、気仙沼市、蔵王町、塩竈市、仙台市、多賀城市、名取市、東松島市、南三陸町、山元町、

亘理町      

福島県： 会津美里町、会津若松市、いわき市、大熊町、郡山市、相馬市、伊達市、二本松市、福島市、南相馬市、三春町 

     

山形県： 山形市、南陽市、飯豊町、米沢市      

青森県： 八戸市     



(4). 上映した作品 （2011-2014） 

(1) 避難所、仮設住宅でのDVD上映～映画各社によるDVD無償提供 

<松竹提供> 

釣りバカ日誌 1 

釣りバカ日誌 6 

釣りバカ日誌 8 

釣りバカ日誌 20 ファイナル  

男はつらいよ 1作目 

続・男はつらいよ 

男はつらいよ 望郷編 

男はつらいよ 寅次郎恋歌 

男はつらいよ 柴又慕情 

男はつらいよ 寅次郎夢枕 

男はつらいよ 寅次郎忘れな草 

男はつらいよ 寅次郎相合い傘 

男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け 

男はつらいよ 噂の寅次郎 

男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花  

男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 

男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎 

男はつらいよ 柴又より愛をこめて 

男はつらいよ 寅次郎心の旅路 

男はつらいよ 寅次郎紅の花 

男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花特別篇 

お早よう 

馬鹿が戦車（タンク）でやってくる 

馬鹿まるだし 

蒲田行進曲 

喜びも悲しみも幾歳月 

幸福の黄色いハンカチ 

同胞  

 

<東宝提供>       

ALWAYS 三丁目の夕日 

ALWAYS 続・三丁目の夕日  

THE 有頂天ホテル 

スウィングガールズ 

クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲  

クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ! 戦国大合戦 

劇場版名探偵コナン ベイカー街の亡霊 

劇場版名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 

劇場版名探偵コナン 漆黒の追跡者 

映画ドラえもん のび太の恐竜 2006 

映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガ VSパルキア VSダークライ   

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ   

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ    

 

<東映提供>       

北の零年  

鉄道員（ぽっぽや）  



明日の記憶 

忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻  

喜劇急行列車 

瞼の母 

ONE PIECE ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス冬に咲く、奇跡の桜  

ふたりはプリキュア Splash★Star チクタク危機一髪！ 

仮面ライダー電王 俺、誕生！ 

長靴をはいた猫 

 

<東和プロモーション提供> 

おさるのジョージ 

カールじいさんの空飛ぶ家 

チキンリトル 

ティンカーベル妖精の家 

トイ・ストーリー3 

レミーのおいしいレストラン  

塔の上のラプンツェル 

怪盗グルーと月泥棒 

 

<角川提供> 

旭山動物園物語 

時をかける少女 

超劇場版ケロロ軍曹 誕生！究極ケロロ奇跡の時空島であります!!    

超劇場版ケロロ軍曹 撃侵ドラゴンウォリアーズであります！ 

 

<その他> 

となりのトトロ 

キューポラのある町 

こま撮りえいが こまねこ 

岡本忠成監督作品 花ともぐら/日本むかしばなし さるかに/おこんじょうるり    

あらしのよるに 

 

(2) ホール、映画館、野外での上映 

<日本映画>       

大鹿村騒動記 

おろしや国酔夢譚 

かぐや姫の物語 

御法度  

謝罪の王様 

探偵は BARにいる  

どこまでもいこう 

フラガール 

ペコロスの母に会いに行く 

ぼくたちの家族  

ポテチ 

映画ドラえもん 新･のび太と鉄人兵団 

映画ドラえもん のび太と奇跡の島 

映画ドラえもん のび太の秘密道具博物館 

映画ドラえもん 新のび太の大魔境ペコと 5人の探検隊 

フラガール  

ふるり  

ハーブ＆ドロシー 



1000年の山古志      

夢は牛のお医者さん 

先祖になる 

タイマグラばあちゃん 

朝日座 ひはまたのぼる      

あの頃の石巻 

昭和の石巻 2 

昭和の 8 ミリ映像 昔を語る会 

 

クラシック作品 

出来ごころ（活弁付上映） 

生まれてはみたけれど（活弁付上映）  

生きる  

天国と地獄 

酔いどれ天使  

用心棒 

侠骨一代 

幻灯上映会『のばら』『くりひこ うりひめ』『ぼくのかあちゃん』 

 

<株式会社ポケモン＋東宝 提供> 

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 「破壊の繭とディアンシー」 

劇場版ポケットモンスター ベストウィッシュ「キュレム VS聖剣士 ケルディオ」   

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」    

 

<外国映画>       

浮雲 

マダム・イン・ニューヨーク 

ル・アーブルの靴みがき 

ゴジラ（2014）  

 

クラシック作品 

チャップリンの冒険/キートンの探偵学入門（活弁付上映）  

チャップリンの冒険/チャップリンの勇敢（活弁付上映）  

ひまわり      

冒険者たち 

 

<日本アカデミー賞協会提供>       

桐島部活やめるってよ 

舟を編む  

風立ちぬ 

おおかみこどもの雨と雪 

最強のふたり 

レ・ミゼラブル 

 

以上 


