シネマエール東北

上映した映画
Ⅰ

避難所・仮設住宅・公営住宅等での無料上映会（無償提供作品）

（

）内の数字は上映回数

東宝提供
1

ALWAYS 三丁目の夕日（37）

43 釣りバカ日誌 8（3）

2

ALWAYS 続・三丁目の夕日（5）

44 釣りバカ日誌 20

3

THE 有頂天ホテル（3）

45 なつかしい風来坊

4

スウィングガールズ（6）

46 馬鹿が戦車（タンク）でやってくる（3）

5

あらしのよるに（3）

47 馬鹿まるだし（2）

6

映画ドラえもん のび太の恐竜 2006（29）

48 喜びも悲しみも幾歳月（3）

7

映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険（12）

8

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（8）

9

クレヨンしんちゃん

嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦（16）

10 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（7）
11

劇場版ポケットモンスター

12 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（2）
ダイヤモンド＆パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ（13）

13 劇場版名探偵コナン 漆黒の追跡者（4）
14 劇場版名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌
15 劇場版名探偵コナン ベイカー街の亡霊（2）

ファイナル（3）

東映提供
49 明日の記憶
50 喜劇急行列車
51 北の零年（5）
52 忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻
53 鉄道員（ぽっぽや）（10）
54 瞼の母（9）
55 仮面ライダー電王

俺、誕生！

56 長靴をはいた猫（3）

松竹提供

57 ふたりはプリキュア Splash ★ Star チクタク危機一髪！

16 男はつらいよ 1 作目（20）

58 ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー + 冬に咲く、奇跡の桜（22）

17 続・男はつらいよ（4）
18 男はつらいよ

フーテンの寅（2）

19 新・男はつらいよ
20 男はつらいよ 望郷編（3）
21 男はつらいよ 寅次郎恋歌
22 男はつらいよ 柴又慕情（19）

角川提供
59 旭山動物園物語（2）
61 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！
62 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 !!（3）

23 男はつらいよ 寅次郎夢枕（16）
24 男はつらいよ 寅次郎忘れな草（8）
25 男はつらいよ 寅次郎相合い傘（41）
26 男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け（29）
27 男はつらいよ

寅次郎純情詩集

28 男はつらいよ 寅次郎と殿様
29 男はつらいよ 噂の寅次郎（2）
30 男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花（2）
31 男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎（3）
32 男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎（2）
33 男はつらいよ 柴又より愛をこめて（6）
34 男はつらいよ 寅次郎心の旅路（3）
35 男はつらいよ 寅次郎紅の花（2）

63 おさるのジョージ（6）
64 カールじいさんの空飛ぶ家（6）
65 怪盗グルーと月泥棒
66 チキンリトル（2）
67 ティンカーベル妖精の家（2）
68 トイ・ストーリー 3（16）
69 レミーのおいしいレストラン（2）
70 塔の上のラプンツェル

その他の配給会社

36 男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花特別篇

71 となりのトトロ ジブリ

37 お早よう

72 キューポラのある町 日活

38 蒲田行進曲（4）

73 岡本忠成監督 おこんじょうるり他 （株）エコー社

39 カルメン故郷に帰る

74 おこんじょうるり （株）エコー社

40 幸福の黄色いハンカチ（12）

75 こま撮りアニメこまねこ

41 釣りバカ日誌 1（3）

76 こま撮りえいがこまねこ / こまねこのクリスマス

42 釣りバカ日誌 6（13）
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東和プロモーション提供

ドワーフ
ドワーフ

II

公共ホール等での上映会

［1］新作・準新作の上映

119 箱入り息子の恋
120 ゆずり葉の頃

日本アカデミー賞最優秀賞受賞作品

121 WOOD JOB ！（ウッジョブ）～神去なあなあ日常～

77 桐島部活やめるってよ

122 あん

78 おおかみこどもの雨と雪

123 うつくしいひと（熊本支援チャリティ上映）

79 最強のふたり

124 煙突と映画館

80 舟を編む

125 女たちの都

81 風立ちぬ

126 ベトナムの風に吹かれて

82 レ・ミゼラブル

127 お菓子放浪記

83 永遠の０

128 おクジラさま ふたつの正義の物語

84 STAND BY ME ドラえもん

129 人生、いろどり

85 アナと雪の女王

130 人生フルーツ

86 海街 diary

131 殿、利息でござる

87 バケモノの子

132 ネクタイを締めた百姓一揆

88 アメリカン・スナイパー

ワッゲンオッゲン

その他の新作・準新作［外国映画］

89 シン・ゴジラ

133 ハーブ＆ドロシー

90 この世界の片隅に

134 ル・アーブルの靴みがき

91 ハドソン川の奇跡

135 GODZILLA ゴジラ
136 マダム・イン・ニューヨーク

劇場版ポケットモンスター 新作上映会
（主催 : ポケモン映画制作委員会ピカチュウプロジェクト ）
92 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ
93 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
94 ポケモン・ザ・ムービー XY 破壊の繭とディアンシー
95 ポケモン・ザ・ムービー XY 光輪の超魔神 フーパ
96 ポケモン・ザ・ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ
97 劇場版ポケットモンスター キミにきめた！

137 6 才のボクが、大人になるまで。
138 Mommy マミー
139 あなたを抱きしめる日まで
140 劇場版ムーミン

南の海で楽しいバカンス

141 ザ・トゥルー・コスト

ファストファッション真の代償

142 戦場のアリア
143 はじまりの歌
144 黄金のアデーレ

名画の帰還

145 最高の人生の見つけ方

その他の新作・準新作［邦画］
98 映画ドラえもん 新 ･ のび太と鉄人兵団
99 映画ドラえもん のび太と奇跡の島
100 映画ドラえもん のび太の秘密道具博物館
101 映画ドラえもん 新・び太の大魔境 ペコと 5 人の探検

146 スクール・オブ・ロック
147 ニューヨーク

眺めのいい部屋売ります

148 はじまりのうた
149 わたしは、ダニエル・ブレイク
150 シング・ストリート

102 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄
103 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生
104 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険
105 ASAHIZA 人間は、どこへ行く
106 ふるり

152 侠骨一代（35 ミリ、トーク）

108 ポテチ

153 出来ごころ（活弁付）

109 かぐや姫の物語

154 生れてはみたけれど（活弁、演奏付）

110 先祖になる

155 同胞（35 ミリ）

111 探偵は BAR にいる

156 1000 年の山古志

112 ペコロスの母に会いに行く

157 生まれてはみたけれど（活弁付）

113 ぼくたちの家族

158 大鹿村騒動記

114 夢は牛のお医者さん
ALIVE

2005 年プーケットで何がおきたのか

116 ウルトラマンサーガ

まいちゃん

159 タイマグラばあちゃん（トーク）
160 時をかける少女
161 おろしや国酔夢譚（35 ミリ）

117 押し入れ女の幸福
118 すーちゃん

日本映画
151 フラガール （トーク）

107 謝罪の王様

115 STILL

［2］旧作の特別上映（トーク付、フィルム上映、映画祭上映等）

162 どこまでもいこう（35 ミリ）
さわ子さん

163 生きる（35 ミリ）
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164 御法度（35 ミリ、トーク）

［3］復興公営住宅等の集会所、児童館等での上映

165 天国と地獄（35 ミリ）
166 酔いどれ天使（35 ミリ）

一般向け上映

167 用心棒（35 ミリ）

193 青い山脈

168 クイール（35 ミリ、トーク）

194 嵐を呼ぶ男

169 黒い画集

195 いつでも夢を

あるサラリーマンの証言（35 ミリ）

170 白い巨塔（35 ミリ）

196 座頭市

171 張込み（35 ミリ）

197 潮騒

172 悪い奴ほどよく眠る（35 ミリ）

198 日輪の遺産

173 耳をすませば（35 ミリ

199 MONSTERZ

上映前にミニコンサート）

174 かもめ食堂

200 伊豆の踊子（1963 年版）

175 ちいさいおうち

201 伊豆の踊子 (1954 年版 )

176 東京オリンピック（35 ミリ）
177 野火（35 ミリ）

子ども向け上映

178 ぼんち（35 ミリ）

202 怪盗グルーとミニオン大脱走

179 わが人生最悪の時（トーク）

203 河童のクウと夏休み

180 台風クラブ

204 PAN

181 伊豆の踊子（1963 年版 /35 ミリ）

ネバーランド、夢のはじまり

205 ペット

182 稲妻（35 ミリ）

206 ミトン ほか

183 華岡青洲の妻（35 ミリ）
184 アヒルと鴨のコインロッカー（中村義洋監督特集）

207 ミニオンズ

185 ルート 225（中村義洋監督特集）

その他
クラシカルセンダイ

外国映画

あの頃の石巻

186 浮雲（アキ・カウリスマキ）
187 チャップリンの冒険 / キートンの探偵学入門
188 チャップリンの冒険 / チャップリンの勇敢

活弁付上映
活弁付上映

石巻の古い映像など
市民が撮った 8 ミリフィルムの石巻

189 ひまわり（35 ミリ）

市民が撮った 8 ミリフィルム

190 冒険者たち（35 ミリ）

市民が撮った 8 ミリフィルムの石巻 3

昭和の石巻 2

191 スティング（テント上映）

よみがえる昭和の宮古

192 ローマの休日

昭和の 8 ミリ映像

昔を語る会

幻灯上映会『のばら』
『くりひこ

うりひめ』

幻灯上映会『のばら』
『ぼくのかあちゃん』ほか
こども映画ワークショップ
フィルムに ” え ” を描こう！こども映画ワークショップ
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