
日付 タイトル 監督 主演俳優

4/3 フィールド・オブ・ドリームス フィル・アルデン・ロビンソン ケビン・コスナー

4/10 人生の特等席 ロバート・ローレンツ クリント・イーストウッド

4/17 ナチュラル バリー・レヴィンソン ロバート・レッドフォード

4/24 プリティ・リーグ ペニー・マーシャル トム・ハンクス

日付 タイトル 監督 俳優

5/8 ヘラクレス ブレット・ラトナー ドウェイン・ジョンソン

5/15 トロイ ウォルフガング・ペーターゼン ブラッド・ピット

5/22 タイタンの戦い ルイ・レテリエ サム・ワーシントン

5/29 トロイのヘレン ロバート・ワイズ ロッサナ・ポデスタ 

日付 タイトル 監督 主演俳優

6/5 ジャージー・ボーイズ クリント・イーストウッド ジョン・ロイド・ヤング

6/12 モダン・ミリー ジョージ・ロイ・ヒル ジュリー・アンドリュース

6/19 王様と私 ウォルター・ラング ユル・ブリンナー

6/26 屋根の上のバイオリン弾き ノーマン・ジュイソン トポル

日付 タイトル 監督 主演俳優

7/3 オールウェイズ スティーブン・スピルバーグ リチャード・ドレイファス

7/10 ベルリン・天使の詩 ヴィム・ヴェンダース ブルーノ・ガンツ

7/17 天使の贈りもの ペニー・マーシャル デンゼル・ワシントン

7/24 チャンス ハル・アシュビー ピーター・セラーズ

日付 タイトル 監督 主演俳優

9/4 8月の鯨 リンゼイ・アンダーソン リリアン・ギッシュ

9/11 ハンナとその姉妹 ウッディ・アレン ミア・ファロー

9/18 祇園の姉妹 溝口　健二 山田　五十鈴

9/25 ブーリン家の姉妹 ジャスティン・チャドウィック ナタリー・ポートマン

日付 タイトル 監督 俳優

10/2 スリーメン＆ベビー レナード・ニモイ トム・セレック

10/9 赤ちゃんはトップレディがお好き チャールズ・シャイアー ダイアン・キートン

10/16 赤ちゃん泥棒 ジョエル・コーエン ニコラス・ケイジ

*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

2015年度上映映画

◆　７月は「心やさしい天使たち」特集

◆　9月は「姉妹をとりまく物語」特集

◆　10月は「可愛いあなたにメロメロ-赤ちゃん」特集

◆　４月は「ベースボールを愛する人々」特集

◆　５月は「ギリシャ神話の英雄たち」特集

◆　６月は「映画化されたトニー賞受賞ミュージカル」特集



10/23 ベイビー・トーク エイミー・ヘッカリング ジョン・トラボルタ 

日付 タイトル 銀幕の美女 競演俳優

11/6 風と共に散る ローレン・バコール（米） ロック・ハドソン

11/13 花咲ける騎士道 ジーナ・ロロブリジータ（伊） ジェラール・フィリップ

11/20 雨のしのび逢い ジャンヌ・モロー（仏） ジャン・ポール・ベルモンド

11/27 ボッカチオ’７０ ロミー・シュナイダー（独） トーマス・ミリアン

日付 タイトル 監督 主演俳優

12/4 セレステ＆ジェシー リー・トランド・クリーガー ラシダ・ジョーンズ

12/11 ストーリー・オブ・ラブ ロブ・ライナー ブルース・ウィルス

12/18 天国は待ってくれる エルンスト・ルビッチ ドン・アメチー

日付 タイトル 監督 主演俳優

5/8 ラストホリディ ウェイン・ワン クイーン・ラティファ

5/15 きっとうまくいく ラージクマール・ヒラニ  アーミル・カーン

5/22 メルシィ！人生 フランシス・ヴェベール ダニエル・オートゥイユ

5/29 サボテン・ブラザーズ ジョン・ランディス チェビー・チェイス

日付 タイトル 監督 主演俳優

5/8 ヘルプー心がつながるストーリー テイト・テイラー エマ・ストーン

5/15 さあ帰ろう、ペダルをこいで ステファン・コマンダレフ ミキ・マノイロヴィッチ

5/22 サン・ジャックへの道 コリーヌ・セロー ミュリエル・ロバン

5/29 ファミリー・ツリー アレクサンダー・ペイン ジョージ・クルーニー

日付 タイトル 主演女優 共演俳優

4/4 眺めのいい部屋 ヘレナ・ボナム・カーター ダニエル・ディ＝ルイス

4/11 ジュリエットからの手紙 アマンダ・サイフリッド バネッサ・レッドグレーブ

4/18 トスカーナの休日 ダイアン・レイン サンドラ・ウォー

4/25 旅情 キャサリン・ヘップバーン ロッサノ・ブラッツィ

日付 タイトル 監督 共演女優

5/9 泥棒成金 アルフレッド・ヒッチコック グレース・ケリー

5/16 汚名 アルフレッド・ヒッチコック イングリット・バーグマン

5/23 断崖 アルフレッド・ヒッチコック ジョーン・フォンテーン

5/30 ヒッチコック サーシャ・ガヴァシ ヘレン・ミレン

2014年度上映映画
*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　４月は「イタリアで再生する女達」特集

◆　５月は「ヒッチコックとケーリー・グラントと麗しの美女達」特集

◆　11月は「銀幕の美女たち－最終章」特集

◆　12月は「独りでいるも、二人で暮らすも…」特集

◆　１月は「心ほのぼのーコメディの傑作」特集

◆　２月は「人は独りでは生きられない」特集



＊以前上映した「北北西に進路をとれ」もお勧めです。

日付 タイトル 素敵なおじさま 監督

6/6 シャレード ケーリー・グラント スタンリー・ドーネン

6/13 おしゃれ泥棒 ピーター・オトゥール ウィリアム・ワイラー

6/20 パリの恋人 フレッド・アステア スタンリー・ドーネン

6/27 暗くなるまで待って アラン・アーキン テレンス・ヤング

日付 タイトル ジェームス・ボンド役 共演女優

7/4 007は二度死ぬ ショーン・コネリー 浜　三枝

7/11 トゥモロー・ネバー・ダイ ピーアス・ブロスナン ミシェール・ヨー

7/18 カジノ・ロワイヤル ダニエル・クレイブ エバーグリーン

7/25

日付 タイトル 主演俳優 助演俳優

9/5 真実の行方 リチャード・ギア エドワード・ノートン

9/12 アザース 二コール・キッドマン エレイン・キャシディ

9/19 スルース マイケル・ケイン ジョード・ロウ

9/26 追いつめられて ケビン・コスナー ジーン・ハックマン

日付 タイトル 監督 主演俳優

10/3 バベットの晩餐会 ステファーヌ・オードラン ガブリエル・アクセル

10/10 シェフ殿、ご用心 テッド・コッチェフ ジャクリーン・ビセット

10/17 かもめ食堂 荻上　直子 小林　聡美

10/24 大統領の料理人 クリスチャン・ヴァンサン カトリーヌ・フロ

10/31 ウーマン・オン・トップ フィナ・トレス ペネロペ・クルス

日付 タイトル 監督 主演俳優

11/7 ジュリー＆ジュリア ノーラ・エフロン メリル・ストリープ

11/14 恋人たちの食卓 アン・リー ロン・ション、ヤン・クイメイ

11/21 マーサの幸せのレシピ サンドラ・ネットルベック マルティナ・ゲデック

11/28 リストランテの夜 スタンレー・トゥッチ スタンレー・トゥッチ

日付 タイトル 監督 主演俳優

12/5 ホリディ ナンシー・マイヤーズ キャメロン・ディアス

12/12 セレンドピティ ピーター・チェルソム ジョン・キューザック

12/19 シザーハンズ ティム・バートン ジョニー・デップ

◆　1月は「父と息子の物語」特集

◆　７月は「４人のジェームス・ポンド、代表作対決」特集

銷夏パーティのため、映画はお休みします。

◆　９月は「驚愕のラスト・大ドンデン返しの映画」特集

◆　10月は「いやぁ、料理って本当に素晴らしいですね　シェフ編」特集

◆　11月は「いやぁ、料理って本当に素晴らしいですね　家族編」特集

◆　12月は「クリスマスと男と女」特集

◆　６月は「オードリーと素敵なおじ様達」特集



日付 タイトル 監督 主演俳優

1/9 リアル・スティール ショーン・レヴィ ヒュー・ジャックマン

1/16 リトル・ダンサー スティーヴン・ダルドリー ジェイミー・ベル

1/23 チャンプ フランコ・ゼフィレッリ ジョン・ボイド

1/30 ビック・フィッシュ ティム・バートン アルバート・フィ二ー

日付 タイトル ジェームス・ボンド役 ボンド・ガール

2/6 007私を愛したスパイ ロジャー・ムーア バーバラ・バック

2/13 ００７／消されたライセンス ティモシー・ダルトン キャリー・ロウエル

2/20 女王陛下の007 ジョージ・レーゼンビー ダイアナ・リグ

2/27 007ゴールドフィンガー ショーン・コネリー シャーリー・イートン

日付 タイトル 監督 主演俳優

3/6 ある日どこかで ジュノー・シュウォーク クリストファー・リーブ

3/13 イルマーレ アレハンドロ・アグレスティ サンドラ・ブロック

3/20 ニューヨークの恋人 ジェームズ・マンゴールド メグ・ライアン

3/27 ゴースト　ニューヨークの幻 ジェリー・ザッカー デミー・ムーア

日付 タイトル 主演男優 主演女優

4/5 ひまわり マルチェロ・マストロヤンニ ソフィア・ローレン

4/12 シェルブールの雨傘 ニーノ・カステルヌオーボ カトリーヌ・ドヌーヴ

4/19 哀愁 ロバート・テイラー ヴィヴィアン・リー

4/26 誰が為に鐘はなる ゲイリー・クーパー イングリッド・バーグマン

日付 タイトル 監督 主演俳優

5/10 タッチ・オブ・スパイス タソス・ブルメティス ジョージ・コラフェイス

5/17 ウォルター少年と、夏の休日 ティム・マッキャンリーズ マイケル・ケイン

5/24 僕のピアノコンチェルト フレディ・M.ムーラー テオ・ゲオルギュー 

5/31 世界最速のインディアン ロジャー・ドナルドソン アンソニー・ホプキンズ

日付 タイトル 主演男優 主演女優

6/7 恋愛適齢期 ジャック・ニコルソン ダイアン・キートン

6/14 地上５cmの恋心 アルベール・デュポンテル カトリーヌ・フロ

6/21 新しい人生のはじめかた ダスティン・ホフマン エマ・トンプソン

6/28 月の輝く夜に ニコラス・ケイジ シェール

◆　2月は「6人のジェームス・ボンド、代表作対決　vol.2」特集

◆　3月は「時空を超える愛」特集

2013年度上映映画
*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　４月は「戦争が引き裂く愛」特集　

◆　5月は「おじいちゃん、大活躍」特集　

◆　６月は「恋をしましょう、大人こそ！　極上の恋愛映画」特集　

◆　７月は「松本清張が描く男と女」特集　



日付 タイトル 主演男優 主演女優

7/5 天城越え 渡瀬　恒彦 田中　裕子

7/12 疑惑 桃井　かおり 岩下　志麻

7/19 張り込み 大木　実 高峰　秀子

7/26

日付 タイトル 監督 主演俳優

8/30 最強の二人（2011年仏映画） エリック・トレダノ オマール・シー

日付 タイトル 主演男優 主演女優

9/6 ベニー・グッドマン物語 スティーブン・アレン ドナ・リード

9/13 グレン・ミラー物語 ジェームス・ステュアート ジューン・アリスン

9/20 アメリカ交響楽 ロバート・アルダ ジョーン・レスリー

9/27 ５つの銅貨 ダニー・ケイ バーバラ・ベル・ゲデス

日付 タイトル 名花 共演俳優

10/4 ミニヴァー夫人 グレア・ガースン ウォルター・ピジョン

10/11 陽のあたる場所 エリザベス・テーラー モンゴメリー・クリフト

10/18 グランド・ホテル グレタ・ガルボ ジョン・バリモア

10/25 渚にて エヴァ・ガードナー グレゴリー・ペック

日付 タイトル アカデミー賞 受賞者

11/1 アルゴ　（深瀬　拡氏　ご推薦） 作品賞 ベン・アフレック

11/8 リンカーン 主演男優賞 ダニエル・ディ＝ルイス

11/22 世界にひとつのプレイ・ブック 主演女優賞 ジェニファー・ローレンス

11/29 ジャンゴ　繋がれざる者 助演男優賞 クリストフ・ワルツ

日付 タイトル 主演俳優 共演俳優

12/6 天使のくれた時間 ニコラス・ケイジ ティア・レオーニ

12/13 ペーパームーン ライアン・オニール テータム・オニール

12/20 世界で一番パパが好き ベン・アフレック リブ・タイラー

日付 タイトル 文豪 主演俳優

1/10 レ・ミゼラブル ビクトル・ユーゴー ヒュー・ジャックマン

1/17 モンテ・クリフト巌窟王 アレクサンドル・デュマ ジム・カヴィーゼル

1/24 危険な関係 コデルロス・ド・ラクロ グレン・グローズ

1/31 仮面の男（三銃士） アレクサンドル・デュマ レオナルド・ディカプリオ

日付 タイトル 主演俳優 共演俳優

2/7 サンキュー・スモーキング アーロン・エッカート マリア・ベロ

　講演会は15時、銷夏パーティ17時15分開始のため、映画はお休みさせていただきます。

◆　８月30日は「倶楽部会員担当岩崎お勧めの映画」

◆　9月は「スイング・ジャズとビックバンドの時代」特集

◆　11月は「今年度アカデミー賞受賞作品」特集

◆　１月は「エンターテインメントな仏文豪作品」特集

◆　10月は「名花と呼ばれた美しき女優たち」特集

◆　12月は「男にとって子供とは」特集

◆　２月は「言葉巧みな男達」特集



2/21 ライアー・ライアー ジム・キャリー モーラ・ティアニー

2/28 キャッチミー・イフユーキャン レオナルド・ディカプリオ トム・ハンクス

日付 タイトル 主演俳優 共演俳優

3/7 恋におちたシェイクスピア グウィネス・パルトロー ジョセフ・ファインズ

3/14 華麗なる恋の舞台で アネット・ベニング ジェレミー・アイアンズ

3/28 ムーラン・ルージュ ニコール・キッドマン ユアン・マクレガー

日付 タイトル 監督 主演俳優

4/6 舞踏会の手帖 ジュリアン・デュヴィヴィエ マリー・ベル

4/13 死刑台のエレベーター ルイ・マル ジャンヌ・モロー

4/20 天井桟敷の人々 マルセル・カルネ アルレッティ 

4/27 終電車 フランソワ・トリュフォー カトリーヌ・ドヌーブ

日付 タイトル 監督 主演俳優

5/11 荒野の７人（淡河正州氏ご推薦） ジョン・スタージェス ユル・ブリンナー

5/18 駅馬車 ジョン・フォード ジョン・ウェイン

5/25 夕陽のガンマン セルジオ・レオーネ クリント・イーストウッド

日付 名優 タイトル 監督

6/1 モーガン・フリーマン ドライビング Miss デイジー ブルース・ベレスフォード 

6/8 マギー・スミス ムッソリーニとお茶を フランコ・ゼフィレッリ

6/15 山崎　努 おくりびと 滝田　洋二郎

6/22 ジェシカ・タンディ フライド・グリーン・トマト ジョン・アヴネット

6/29 リチャード・ハリス グラディエーター リドリー・スコット

日付 タイトル 作曲家 主演俳優

7/6 楽聖ショパン フレデリック・ショパン ジョージ・カナリス

7/13 愛の調べ ロベルト・シューマン キャサリン・ペップバーン

7/20 未完成交響曲 フランツ・シューベルト ハンス・ヤーライ

7/27 アマデウス (深瀬拡氏ご推薦） W・A・モーツァルト トム・ハルス

日付 タイトル 可愛い女 共演者

9/7 お熱いのがお好き マリリン・モンロー トニー・カーティス

9/14 アパートの鍵貸します シャーリー・マクレーン ジャック・レモン

9/21 潮風のいたずら ゴールディ・ホーン カート・ラッセル

9/28 ブリジット・ジョーンズの日記 レネー・ゼルウィッガー コリン・ファース

アジア平和貢献センター共済シンポジウムのため、お休みします

◆　９月は「キュートな君に乾杯！最強の可愛い女達」特集

2012年度上映映画
*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　4月は「忘れ得ぬ仏映画の傑作」特集　

◆　５月は「血湧き、肉躍る、西部劇の傑作」特集　Vol.1

◆　６月は「いぶし銀の名脇役」特集　

◆　７月は「偉大な作曲家の物語」特集

◆　３月は「華やかな恋と舞台と人生と」特集



日付 タイトル 主演 共演者

10/5 エアフォース・ワン ハリソン・フォード ゲイリー・オールドマン 

10/12

10/19 ダイハード３ ブルース・ウィルス ジェレミー・アイアンズ

10/26 ザ・ロック ショーン・コネリー ニコラス・ケイジ

日付 タイトル 監督 主演俳優

12/7 ホワイトクリスマス マイケル・カーティス ビング・クロスビー

12/14 ３４丁目の奇跡 ジョージ・シートン モーリン・オハラ

12/21 クリスマス・キャロル ロナルド・ニーム アルバート・フィニー

日付 タイトル 監督 主演俳優

1/11 雨月物語 溝口　健二 京マチコ・森雅之

1/18 近松物語 溝口　健二 長谷川一夫・香川京子

1/25 山椒大夫 溝口　健二 田中絹代・香川京子

日付 素晴らしき女傑 演じる女優 タイトル

2/1 マーガレット・サッチャー メリル・ストリープ Ｍ．Ｔ　鉄の女の涙

2/8 ココ・シャネル シャーリー・マクレーン ココ・シャネル

2/15 マリア・カラス ファニー・アルダン 永遠のマリア・カラス

2/22 エリザベス女王 ヘレン・ミレン クイーン

日付 タイトル 主演男優 主演女優

3/1 引き裂かれたカーテン ポール・ニューマン ジュリー・アンドリュース

3/8 北北西に進路をとれ ケーリー・グラント エヴァ・マリー・セイント

3/15 サイコ アンソニー・パーキンス ジャネット・リー

3/22 めまい ジェームス・スチュアート キム・ノバク

3/29 見知らぬ乗客 ファリー・グレンジャー ルース・ロートン

日付 タイトル 主演男優 主演女優

4/1 スタンダール『赤と黒』 ジェラール・フィリップ ダニエル・ダリュー

4/8 E・ブロンテ『嵐が丘』 ローレンス・オリビエ マール・オベロン

4/15 トーマス・ハーディ『テス』 ピーター・ファース ナターシャ・キンスキー

4/22 トルストイ『アンナ・カレーニナ』 ショーン・ビーン ソフィ・マルケー

日付 タイトル 主演俳優 共演俳優

◆　10月は「アドレナリン過多にご注意！アクション映画の傑作」特集　

都合によりお休み致します

◆　12月は「クリスマス映画の傑作」特集

◆　１月は「男と女-溝口健二が描く情念の世界」特集　名監督シリーズ Vol.3

◆　2月は「20世紀を彩る素晴らしき女傑達」特集　

*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　4月は「男と女の間の深い溝―映画化された文芸作品」特集

◆　５月は「音楽が紡ぐ奇跡」特集　

◆　３月は「ヒッチコック映画の傑作」特集　Vol.２

2011年度上映映画



5/13 奇跡のシンフォニー フレディ・ハイモア ケリー・ラッセル

5/20 海の上のピアニスト ティム・ロス プルート・テイラー・ヴィンス 

5/20 天使にラブソングを… ウーピー・ゴールドバーグ マギー・スミス

5/27 コーラス ジェラール・ジュニョ ジャン＝バティスト・モニエ 

日付 美しきヒロイン タイトル 監督

6/3 京　マチ子 浮草 小津　安二郎

6/10 岩下　志麻 五瓣の椿 野村　芳太郎

6/17 新玉　三千代 夏目漱石のこころ 市川　昆

6/24 若尾　文子 女系家族 三隅　研次 

日付 美しきヒロイン タイトル 監督

7/1 カトリーヌ・ドヌーブ（仏） ロバと王女 ジャック・ドゥミ

7/8 グレース・ケリー（米） 喝采 ジョージ・シートン

7/15 イングリット・バーグマン（瑞） ガス燈 シャルル・ボアイエ

7/22 チャン・ツィイー（中国） 初恋のきた道 チャン・イーモウ

7/29 オートリー・ヘップバーン（英） 麗しのサブリナ ビリー・ワイルダー

日付 タイトル 監督 主演俳優

9/2 市民ケーン オーソン・ウェルズ オーソン・ウェルズ

9/9 ニュー・シネマ・パラダイス ジュゼッペ・トルナトーレ フィリップ・ノワレ

9/16 わが谷は緑なりき ジョン・フォード ウォルター・ビジョン

9/30 紳士協定 エリア・カザン グレゴリー・ペック

日付 タイトル 関係 出演者

10/7 ゆれる 父vs息子　兄vs弟 オダギリ・ジョー　香川照之

10/14 黄昏 父vs娘 ヘンリー・フォンダ

10/21 クレイマーvsクレイマー 夫vs妻 ダスティン・ホフマン

10/28 エデンの東 父vs息子　兄vs弟 ジェームス・ディーン

日付 タイトル 対象・舞台 主演俳優

11/4 チャイナ・シンドローム 原子力発電 ジャック・レモン

11/11 ウォール街 インサイダー取引 マイケル・ダグラス

11/18 大統領の陰謀 ホワイトハウス・W.G.事件 ダスティン・ホフマン

11/25 ネットワーク 放送局・視聴率 フェイ・ダナウェイ

日付 タイトル 主演俳優 ご推薦者

12/2 戦場にかける橋 アレック・ギネス 深瀬　拡氏

12/9 眼下の敵 ロバート・ミッチャム 小長井　孝氏

12/16 スタンド・バイ・ミ― リバー・フェニックス 上田　次兵衞氏

◆　10月は「愛憎半ばす家族間の確執」特集

◆　11月は「社会に警鐘　内幕物の傑作」特集　

◆　12月は「倶楽部会員のお勧め映画」特集　Vol.３

◆　６月は「美し過ぎるヒロイン達　邦画編」特集　

◆　７月は「美し過ぎるヒロイン達―外国編」特集

◆　９月は「ヒューマン映画の傑作」特集　Vol.2



日付 男優 タイトル 共演者

1/13 コリン・ファース 英国王のスピーチ ヘレナ・ボナム・カーター

1/20 マット・デイモン グッド・ウィル・ハンティング ロビン・ウィリアムス

1/27 ショーン・ペン I am　Sam ミシェル・ファイファー

日付 男優 タイトル 共演者

2/3 アンジェリーナ・ジョリー チェンジリング ジョン・マルコヴィッチ

2/10 ジュリア・ロバーツ エリン・ブロコビッチ アルバート・フィニー

2/17 ニコール・キッドマン めぐりあう時間たち メリル・ストリープ

2/24 レネー・ゼルウィガー ミス・ポター ユアン・マクレガー

日付 タイトル 先生役 監督

3/2 チップス先生さようなら ピーター・オトゥール ハーバート・ロス

3/9 奇跡の人 アン・バンクロフト アーサー・ペン

3/16 遠い空の向こうに ローラ・ダン ジョー・ジョンストン

3/23 いまを生きる ロビン・ウィリアムズ ピーター・ウィアー

3/30 陽のあたる教室 リチャード・ドレイファス スティーブン・ヘレク

日付 タイトル 仕事人 職業

1/8 アポロ11号 トム・ハンクス 宇宙飛行士

1/15 日はまた昇る 西田敏行・渡辺謙 日本ビクター開発技師

1/22 バックドラフト カート・ラッセル 消防士

1/29 ぽっぽや 高倉健 鉄道員

日付 タイトル 監督 主演者

2/5 街の灯 チャールズ・チャップリン チャールズ・チャップリン

2/12 素晴らしき哉、人生 フランク・キャプラ ジャームス・スティアート

2/19 フォレスト・ガンプ ロバート・ゼメキス トム・ハンクス

2/26 ショーシャンクの空に フランク・ダラボン ティム・ロビンス

日付 タイトル 出演者 共演者

3/5 オリエント急行殺人事件 ローレン・バコール イングリット・バーグマン

3/12 タワーリングインフェルノ ポールニューマン スティーブ・マックイーン

3/19 黄色いロールスロイス ジャンヌ・モロー レックス・ハリソン

3/26 オーシャンズ１２ ブラッド・ピット ジョージ・クルーニー

◆　1月は「演技派男優のこの一作－若手・壮年編」特集　

◆　2月は「演技派女優のこの一作－若手・壮年編」特集

◆　３月は「素晴らき教師との出会い」特集　

2010年度上映映画
*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　１月は「これぞプロフェッショナル　誇り高き仕事人」特集

◆　２月は「ヒューマンドラマの傑作」特集

◆　３月は「名優綺羅星のごとく－オールスターキャスト映画」特集

◆　４月は「男たちの熱き戦い　アジア編」特集



日付 タイトル 出演者 共演者

4/2 レッドクリフ（赤壁の戦い）part１ トニー・レオン 金城　武

4/9 レッドクリフ（赤壁の戦い）part２ トニー・レオン 金城　武

4/16 さらば、わが愛　覇王別姫 レスリー・チャン チャン・フォンイー

4/23 インファナル・アフェア トニーレオン アンディ・ラウ

日付 タイトル 主演 共演

5/7 オープンユアアイズ エドゥアルド・ノリエガ ペネロペ・クルス

5/14 バニラスカイ トム・クルーズ ペネロペ・クルス

5/21 オーシャンと１１人の仲間 フランク・シナトラ ディーン・マーチン

5/28 オーシャンズ１２ ブラッド・ピット ジョージ・クルーニー

日付 男優 タイトル 共演

6/4 マーロン・ブランド ゴッドファーザーpart１ アル・パチーノ

6/11 ショーン・コネリー レッド・オクトーバーを追え アレック・ボードウィン

6/18 クリント・イーストウッド ミリオンダラー・ベイビー ヒラリー・スワンク

6/25 ジャック・ニコルソン 最高の人生の見つけ方 モーガン・フリーマン

日付 タイトル 主演 推薦してくださった会員様

7/2 望郷 ジャン・ギャバン 尾関　富三氏

7/9 砂の器 加藤　剛 江口　博之氏

7/16 幸福の黄色ハンカチ 高倉　健 深瀬　拡氏

7/23 浮雲 高峰　秀子 田川　修司氏

◆　8月は清楚で可愛いオードリーのミュージカル　-　花売り娘が社交界の主役に変身！？　WHY? HOW?

8/27 マイ・フェア・レディ オードリー・ヘップバーン ジョージ・キューカー監督

日付 タイトル 出演者 共演者

9/3 シャリー・マクレーン 不機嫌な赤いバラ ニコラス・ケイジ

9/10 キャサリン・ヘップバーン 冬のライオン ピーター・オトゥール

9/17 メリル・ストリープ ダウト―あるカトリック学校で フィリップ・S・ホフマン

9/24 サリー・フィールド マグノリアの花たち サム・シェパード

日付 タイトル 出演者 共演者

10/1 愛と追憶の日々 シャリー・マクレーン デブラ・ウィンガ－

10/8 母なる証明 キム・ヘジャ ウォンビン

10/15 母の眠り メリル・ストリープ レネー・ゼルウィガー

10/22 眉山 宮本　信子 松島菜々子

10/29 東京タワー オダギリ・ジョー 樹木希林

日付 タイトル ファム・ファタール 翻弄される男

◆　５月は互角勝負の「オリジナルVSリメイク作品」特集

◆　６月は「演技派男優のこの一作　ベテラン編」特集

◆　７月は「倶楽部会員のお勧め映画」特集　vol２

◆　９月は「演技派女優のこの一作　ベテラン編」特集　

◆　１０月は「母、という唯一無二の存在」特集

◆　１１月は「何故出逢ってしまったのか、男を破滅へと導くファム・ファタール」特集



11/6 白いドレスの女 キャスリーン・夕ーナー ウィリアム・ハート

11/13 氷の微笑 シャロン・ストーン マイケル・ダグラス

11/20 深夜の告白 バーバラ・スタンウイック フレッド・マクマレイ

11/27 嘆きの天使 マレーネ・デートリッヒ エミール・ヤニングス

日付 タイトル タイトル 受賞者

12/4 ハートロッカー 作品賞、監督賞他6部門受賞 キャスリン・ビグロー

12/11 しあわせの隠れ場所 主演女優賞 サンドラ・ブロック

12/18 イングロリアス・バスターズ 助演男優賞 クリストフ・ヴァルツ

日付 タイトル 監督 出演者

1/7 ラ・マンチャの男 アーサー・ヒラー ピーター・オトゥール

1/14 コーラスライン リチャード・アッテンボロー マイケル・ダグラス

1/21 マンマミーア フィリダ・ロイド メリル・ストリープ

1/28 オペラ座の怪人 ジョエル・シュマッカー ジェラルド・バトラー

日付 タイトル 究極の美青年 関係者

2/4 ベニスに死す ビョルン・アンドレセン（北欧代表）トーマス・マン原作

2/10 太陽がいっぱい アラン・ドロン（南欧代表） ルネ・クレマン監督

2/18 リバー・ランズ・スルー・イット ブラッド・ピット（北米代表）R.レッドフォード監督

日付 タイトル 監督 主演者

3/4 飾り窓の女（深瀬　拡氏推薦） フリッツ・ラング エドワード・G・ロビンソン

3/11 シックスセンス M.ナイト・シャマラン ブルース・ウィルス

3/18 ゲーム デビット・フィンチャー マイケル・ダグラス

3/25 追いつめられて ロジャー・ドナルドソン ケビン・ベーコン

＊「裁判物」で上映した「情婦」もお勧めです。未見の方はどうぞ！

日付 タイトル 監督 出演者

4/3 羅生門　　　  （1951年受賞） 黒澤明 三船敏郎・京マチ子

4/10 道　　　　　　（1956年受賞） フェデリコ・フェリーニ ジェリエッタ・マシーナ

4/17 Life is beautiful   （1998年受賞） ロベルト・ベニーニ ロベルト・ベニーニ

4/24 おくりびと　　 （本年受賞） 滝田　洋二郎 本木　雅弘

日付 タイトル 美女 共演者

5/8 裏窓 グレース・ケリー ジャームス・スチュアート

5/15 鳥 ティッピ・ヘドレン ロッド・テイラー

◆　１２月は「今年度アカデミー賞受賞作品」特集

◆　１月は「ブロードウェイ大ヒット作品の映画化」特集　

◆　２月は「究極の目の保養、in his prime の美青年―神が与えた一瞬の光彩」特集　

◆　3月は「あっと驚くラスト、驚愕の落ち映画の傑作」特集

*日時、作品は都合により変更になる場合がございます。あしからずご了承くださいませ。

◆　４月は「アカデミー外国語映画賞　日本VSイタリア」

◆　５月は「ヒッチコック映画の美女」特集

2009年度上映映画



5/22 白い恐怖 イングリット・バーグマン グレゴリー・ペック

5/29 レベッカ ジョーン・フォンテーン ローレンス・オリビエ

日付 タイトル コメディアン 共演者

6/5 江分利満氏の優雅な生活  小林桂樹 新球三千代・東野英治郎

6/12 社長漫遊記 森繁久弥 三木のり平・久慈あさみ

6/19 喜劇急行列車 渥美清 佐久間良子

6/26 日本一のほらふき男 植木等 浜美枝・山茶花究

日付 タイトル 男優 共演者

7/3 真昼の決闘 ゲーリー・クーパー グレース・ケリー

7/10 カサブランカ ハンフリー・ボガード イングリット・バーグマン

7/17 オレゴン魂 ジョン・ウェイン キャサリン・ヘップバーン

7/24 大脱走 スティーブ・マックイーン チャールズ・ブロンソン

7/31 スティング ポール・ニューマン ロバート・レッドフォード

◆　９月は「映画が描いた昭和という時代－政治経済内幕もの」特集　

日付 タイトル 原作家 出演者

9/4 小説吉田学校 戸川猪佐武 森繁久弥・芦田伸介

9/11 不毛地帯 山崎豊子 仲代達矢・小沢栄太郎

9/18 金環蝕 石川達三 仲代達矢・宇野重吉

◆　１０月は「ラブ・ストーリーを貴方に」特集

日付 タイトル ヒロイン 共演者

10/2 慕情 ジェニファー・ジョーンズ ウイリアム・ホールデン

10/9 心の旅路 グレア・ガースン ロナルド・コールマン

10/16 昼下がりの情事 オードリー・ヘップバーン ゲーリー・グーパー

10/23 ファニー・ガール バーブラ・ストライザンド オマー・シャリフ

10/30 めぐり逢い デボラ・カー ケーリー・グランド

日付 タイトル 主人公 推薦してくださった会員様

11/6 黄金 ハンフリー・ボガード 深瀬　拡氏

11/13 オーケストラの少女 ディアナ・タービン 夏目　敏夫氏

11/20 自由を我等に アンリ・マルシャン 鈴木　稔氏

11/27 旅愁 ジョセフ・コットン 須山　茂樹

日付 タイトル 監督 出演者

12/4 たそがれ清兵衛 山田洋次 真田広之

12/11 武士の一分 山田洋次 木村拓哉

12/18 山桜 篠原哲雄 東山紀之

◆　１１月は「倶楽部会員のお勧め映画」特集　vol１

◆　１２月は「日本の佇まい」藤沢周平映画特集

◆　６月は「日本人の笑いの壺」特集　－まじめで、不器用で、一生懸命－

◆　７月は「男が惚れる男達」特集　vol１

***　８月はお休みさせていただきます　***



日付 タイトル 仕事人 職業

1/8 アポロ11号 トム・ハンクス 宇宙飛行士

1/15 日はまた昇る 西田敏行・渡辺謙 日本ビクター開発技師

1/22 バックドラフト カート・ラッセル 消防士

1/29 ぽっぽや 高倉健 鉄道員

日付 タイトル 監督 主演者

2/5 街の灯 チャールズ・チャップリン チャールズ・チャップリン

2/12 素晴らしき哉、人生 フランク・キャプラ ジャームス・スティアート

2/19 フォレスト・ガンプ ロバート・ゼメキス トム・ハンクス

2/26 ショーシャンクの空に フランク・ダラボン ティム・ロビンス

日付 タイトル 出演者 共演者

3/5 オリエント急行殺人事件 ローレン・バコール イングリット・バーグマン

3/12 タワーリングインフェルノ ポールニューマン スティーブ・マックイーン

3/19 黄色いロールスロイス ジャンヌ・モロー レックス・ハリソン

3/26 オーシャンズ１２ ブラッド・ピット ジョージ・クルーニー

◆　１月は「これぞプロフェッショナル　誇り高き仕事人」特集

◆　２月は「ヒューマンドラマの傑作」特集

◆　３月は「名優綺羅星のごとく－オールスターキャスト映画」特集














