平成 30 年度 アメリカ情報コーナー 上映予定映画タイトル
アメリカシネマ上映会(奇数月第 2 日曜日) キッズイングリッシュ上映会（偶数月第 2 日曜日)
２階 視聴覚室（入場無料） ※予定は都合により変更になる場合があります。ご了承ください※

キッズイングリッシュ上映会（午後 2 時～）

4/8
（日）

FernGully
（『不思議の森の妖精たち』 1992 年 76 分）
※アニメ 英語音声・日本語字幕
監督：ビル・クローヤー
声の出演：サマンサ・マシス、ロビン・ウィリアムズ 他

アメリカ
4 月の記念日

★Earth Day

★National Library Week

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

5/13
（日）

（『サウンド・オブ・ミュージック』
1965 年 174 分）
監督：ロバート・ワイズ
出演：ジュリー・アンドリュース、クリストファー・プラマー他

★World Press Freedom Day

★World Health Day

リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン二世の名コンビ
が 1959 年 11 月にブロードウェイで初演したミュージカル『サウン

The Sound of Music

アメリカ
5 月の記念日

ド・オブ・ミュージック』を原作とするミュージカル映画で 1965 年
に世界的に大ヒットした。
「サウンド・オブ・ミュージック (映画)」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 2 月 10 日 (土) 01:02
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★Asian /Pacific American Heritage Month

キッズイングリッシュ上映会（午後 2 時～）

6/10
（日）
アメリカ
6 月の記念日

Moana

モトゥヌイ島の伝承の一つに、このようなものがあった――時は 1000
年前。女神テ・フィティの「心」には命を創り出す力があり、海しか
なかったこの世界に島、植物、動物を誕生させた。…

（『モアナと伝説の海』 2016 年 107 分）
※アニメ 英語音声・日本語字幕

「モアナと伝説の海」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用

監督：ロン・クレメンツ
声の出演：アウリイ・クラヴァーリョ、ルイーズ・ブッシュ 他

★World Environment Day

Inside Out
（『インサイド・ヘッド』2015 年 94 分）
※アニメ 英語音声・日本語字幕
監督：ピート・ドクター
声の出演：エイミー・ポーラー、フィリス・スミス 他

アメリカ
7 月の記念日

★Independence Day

8/12
（日）
8 月の記念日

9/9
（日）
アメリカ
9 月の記念日

11 歳の少女ライリー・アンダーソンの頭の中に存在する 5 つの感情―
―ヨロコビ、イカリ、ムカムカ、ビビリ、そしてカナシミ。ライリーの
誕生や成長と共に生まれた彼らは、ライリーの頭の中にある「司令部」
で彼女の心と感情を大切にして幸せにするために日々奮闘する。…
「インサイド・ヘッド」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 3 月 17 日 (土) 23:52
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★International Friendship

キッズイングリッシュ上映会（午後 2 時～）

Brave
（『メリダとおそろしの森』 2012 年 94 分）
※アニメ 英語音声・日本語字幕
監督：マーク・アンドリュース
声の出演：ケリー・マクドナルド、ビリー・コノリー 他

アメリカ

★International Youth Day

舞台は千年前のスコットランド。ダンブロッホ王国の王女メリダは弓
の名手で、自由を愛する活発な少女だった。しかし、メリダの母エリ
ノア王妃は、王位継承者であるメリダを立派な王女に育てるために、
日頃から厳しく接していた。…
「メリダとおそろしの森」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2017 年 12 月 3 日 (日) 02:44
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★Women’s Equality Day

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

Legally Blonde
（『キューティ・ブロンド』2001 年 96 分）
監督：ロバート・ルケティック
出演：リース・ウィザースプーン、ルーク・ウィルソン 他
★Labor Day

最終更新 2018 年 3 月 17 日 (土) 10:25
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★World Ocean Day

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

7/8
（日）

ディズニーの名作アニメーション映画『美女と野獣』を手掛けたスタ
ッフが制作されている。妖精たちが住んでいる美しい熱帯雨林を舞台
にして、森の外へ冒険と森の救援に中心的なファンタジー物語を展開
させている。
「不思議の森の妖精たち」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2017 年 3 月 11 日 (土) 15:43
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★International Literacy Day

★World Humanitarian Day

ブロンド娘が活躍する痛快サクセスムービー。ブロンド・ジョークを
ネタにした話。低予算ながらも全米初登場 1 位となる。…
「キューティ・ブロンド」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 3 月 6 日 (火) 09:24
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★International Day of Peace

浦添市立図書館

TEL（098）876-4946

キッズイングリッシュ上映会（午後 2 時～）

10/14
（日）

Casper

アメリカ
11 月の記念日

監督：ブラッド・シルバーリング
出演：クリスティーナ・リッチ、ビル・プルマン 他
★Columbus Day

3/10
（日）
アメリカ
3 月の記念日

★Halloween

ロココ時代のフランス。傲慢な王子が主催する舞踏会に一人の乞食が現
れて「嵐で道に迷ったので、一晩泊めて欲しい」と頼み込み、一輪の薔
薇を差し出す。王子は乞食の醜さを嘲笑い申し出を拒否したため、乞食
は魔女の正体を表し、王子と家来たちに呪いをかける。…
「美女と野獣 (2017 年の映画)」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 2 月 24 日 (土) 08:03
https://ja.wikipedia.org/wiki/

Beauty and the Beast
（『美女と野獣.』2017 年 129 分）
監督：ビル・コンドン
出演：エマ・ワトソン、ダン・スティーヴンス 他
★Thanksgiving Day

★Universal Children’s Day ★International Education Week

キッズイングリッシュ上映会（午後 2 時～）

The Nightmare Before Christmas
（『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 1993 年 76 分）
監督：ヘンリー・セリック
声の出演：クリス・サランドン、キャサリン・オハラ 他

アメリカ
12 月の記念日

アメリカ
1 月の記念日

★World Food Day

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

12/9
（日）

1/13
（日）

金を寄付に回した父親に憤慨して権利書を暖炉に放り込んでしまう。…
「キャスパー (映画)」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2017 年 5 月 10 日 (水) 08:53
https://ja.wikipedia.org/wiki/

（『キャスパー』 2001 年 152 分）

アメリカ
10 月の記念日

11/11
（日）

ある日、大富豪の一人娘であるキャリガン（キャシー・モリアーティ）
が、父親の遺言によりメイン州にある古びた屋敷“ホイップスタッフ”
の相続をすることになる。莫大な遺産を期待していたキャリガンは、大

★Christmas Day

★World AIDS Day

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

Selma
（『グローリー/明日への行進』2014 年 128 分）
監督：エイヴァ・デュヴァーネイ
出演：デヴィッド・オイェロウォ、トム・ウィルキンソン 他
★Martin Luther’s King Jr. B.D

アメリカシネマ上映会（午後 2 時～）

Hidden Figures
（『ドリーム』2016 年 127 分）
監督：セオドア・メルフィ
出演：キャサリン・ゴーブル・ジョンソン、ドロシー・
ヴォーン 他

★Woman’s Month

「ハロウィン・タウン」の住人達は怖いことや、人を驚かせることが大
好き。その日は丁度「ハロウィン」当日、住人達は大盛り上がり。だが、
「ハロウィン・タウン」のパンプキン・キング、ジャック・スケリント
ンは、毎年毎年同じことの繰り返しでしかない単調な「ハロウィン」に
虚しさを感じていた。…
「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 3 月 7 日 (水) 00:22
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★Human Right Day

本作は 2014 年 11 月 11 日に AFI フェストで初上映され、2014 年 12 月 25
日にアメリカの一部の地域で、行進から 50 年となる約 2 か月前の 2015
年 1 月 9 日に北米全域で劇場公開された。第 72 回ゴールデングローブ賞
では作品賞、主演男優賞 (両ドラマ部門)、監督賞、主題歌賞の 4 部門に、
第 87 回アカデミー賞では作品賞と主題歌賞の 2 部門にノミネートされ、
いずれも主題歌賞においてのみ受賞に至った。…
「グローリー/明日への行進」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2017 年 8 月 25 日 (金) 14:51
https://ja.wikipedia.org/wiki/

1951 年のバージニア州ハンプトン。アメリカ南部において、依然として
白人と有色人種の分離政策が行われていた時代。優秀な黒人女性のキャ
サリンは、同僚のドロシーとメアリーと共にアメリカ南東部のラングレ
ー研究所で計算手として働いていた。…
「ドリーム（2016 年の映画）」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より引用
最終更新 2018 年 3 月 17 日（土）11：00
https://ja.wikipedia.org/wiki/

★Freedom of Information Day

平成 30 年度 アメリカ情報コーナー 上映予定映画タイトル
アメリカシネマ上映会(奇数月第 2 日曜日) キッズイングリッシュ上映会（偶数月第 2 日曜日)
２階 視聴覚室（入場無料） ※予定は都合により変更になる場合があります。ご了承ください※
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