
ヒュ－マンライツシアタ－上映作品一覧

年度 上映時間 参加人数

7月10日 （木） 橋のない川 （日本） 142分 -

竹山ひとり旅 （日本） 125分 -

風の丘を越えて～西便制 （韓国） 113分 -

12月12日 （土） 愛の黙示録 (日韓合同劇映画） 100分 -

2月6日 （土） 愛する　Ｔｏ　ｌｏｖｅ （日本） 114分 -

12月10日 （金）

12月11日 （土）

1月21日 （金）

1月22日 （土）

3月24日 (金）

3月25日 （土）

12月1日 （金）

12月2日 （土）

1月26日 （金）

1月27日 （金）

3月24日 （土） 友だちのうちはどこ？ （イラン） 85分 -

12月7日 （金）

12月8日 （土）

1月25日 （金）

1月26日 （土）

3月22日 （金）

3月23日 （土）

12月6日 （金）

12月7日 (土）

1月24日 (金）

1月25日 （土）

3月14日 （金）

3月15日 （土）

12月6日 （土） 住井すゑ　百歳の人間宣言 （日本） 86分 -

1月24日 （土） 戦場のピアニスト （ポーランド・フランス） 148分 -

3月13日 （土） ミュージック・オブ・ハート (アメリカ） 123分 -

11月26日 （金）

11月27日 （土）

1月21日 （金）

1月22日 （土）

3月11日 （金）

3月12日 （土）

12月10日 (土） コーラス （フランス・スイス） 95分 -

1月28日 (土） 半落ち （日本） 122分 -

3月25日 (土） 折り梅 （日本） 111分 -

12月16日 (土） 戦場のアリア （フランス・イギリス・ドイツ） 117分 -

1月27日 (土） 博士の愛した数式 （日本） 117分 -

3月17日 （土） アカシアの道 （日本） 90分

12月8日 (土） 不都合な真実 （アメリカ） 96分 -

1月12日 （土） 友情 （日本） 103分 -

3月15日 （土） ユキエ （日本） 93分 -

12月6日 (土） 母べえ （日本） 132分 -

2月7日 （土） 新・あつい壁 （日本） 111分 -

3月14日 （土） ウィニング・パス （日本） 108分 -

平成15年度

12月6日 （土）

平成10年度

平成12年度

平成14年

開催日程 作品名

-100分平成11年度

金色のクジラ （日本） 105分 -

チンパオ （日本） 94分 -

君の手がささやいている （日本）

平成9年度

日本の黒い夏　冤罪 （日本） 120分 -

平成13年度

愛を乞うひと （日本） 135分 -

あかね色の空を見たよ （日本） -100分

-

ビヨンド　サイレンス

ふるさと （日本） -

マイ・フレンド・メモリー

106分

101分（アメリカ） -

（ドイツ） 113分 -

（アメリカ）ぼくの神さま 98分

（アフガニスタン・日本・アイルランド） 82分 -

平成16年度

ＧＯ （日本） 122分 -

未来への贈りもの （日本） 102分 -

アフガン零年

あつい壁 （日本） 95分 -

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度
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ヒュ－マンライツシアタ－上映作品一覧

年度 上映時間 参加人数開催日程 作品名

12月9日 (水） 陸にあがった軍艦 （日本） 132分 -

1月23日 （土） 青い鳥 （日本） 105分 -

3月27日 （土） ブタがいた教室 （日本） 109分 -

12月4日 （土） 約束の旅路 （フランス） 149分 153人

1月15日 （土） おとうと （日本） 126分 272人

3月12日 （土） オーシャンズ （フランス） 103分 142人

12月3日 （土） 100歳の少年と12通の手紙 （フランス） 105分 161人

1月21日 （土） おにいちゃんのハナビ （日本） 119分 173人

3月10日 （土） 毎日かあさん （日本） 114分 185人

12月8日 （土） もういいかい　ハンセン病と三つの法律 （日本） 143分 75人

1月26日 （土） 人生、ここにあり！ （イタリア） 111分 82人

3月9日 （土） 道～白磁の人～ （日本） 118分 140人

12月7日 （土） 最強のふたり （フランス） 113分 205人

1月18日 （土） 東京家族 （日本） 146分 215人

3月15日 （土） 命をつなぐバイオリン （ドイツ） 100分 217人

12月6日 （土） 小さいおうち （日本） 136分 238人

1月17日 （土） 家路 （日本） 118分 244人

3月7日 （土） パートナーズ （日本） 119分 150人

8月15日 （土） 火垂るの墓 （日本） 100分 162人

9月12日 （土） グレートデイズ （日本） 90分 150人

10月17日 （土） かぞくのくに （日本） 100分 168人

12月17日 （土） ザ・テノール （日本・韓国） 121分 123人

1月14日 （土） 母と暮せば （日本） 130分 218人

3月11日 （土） Dear ダニー　君へのうた （アメリカ） 107分 194人

12月9日 （土） ベトナムの風に吹かれて （日本・ベトナム） 114分 170人

1月27日 （土） 愛を積むひと （日本） 125分 197人

3月24日 （土） オケ老人！ （日本） 119分 232人

12月8日 （土） キセキの葉書 （日本） 90分 213人

1月19日 （土） 僕のワンダフル・ライフ （日本） 100分 196人

3月16日 （土） 星めぐりの町 （日本） 108分 186人

12月7日 （土） 若おかみは小学生！（アニメ） （日本） 94分 143人

1月25日 （土） 万引き家族 （日本） 120分 215人

3月14日 （土） あん （日本）

9月26日 （土） ばあばは、だいじょうぶ （日本）　　※参加者：市内在住者のみ 98分 44人

10月17日 （土） グリ－ンブック （アメリカ） ※参加者：市内在住者のみ 130分 87人

11月14日 （土） あん （日本）　 113分 94人

6月26日 （土） ソロ－キンの見た桜 （日本）　　 111分 53人

7月31日 （土） アルプススタンドのはしの方 （日本）　　 75分 34人

8月13日 （土） 風の谷のナウシカ （日本）　　 116分 38人

5月14日 （土） ちむぐりさ （日本）　　 106分 28人

6月11日 （土） 大コメ騒動 （日本）　　 106分 66人

7月9日 （土） 心の傷を癒すということ （日本）　　 116分 59人

令和4年度
※新型コロナウィ
ルス感染症拡大
防止のため定員

縮小

平成21年度

平成27年度

平成28年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

令和3年度
※新型コロナウィ
ルス感染症拡大
防止のため定員

縮小

平成31年
（令和元年）度

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

令和2年度
※新型コロナウィ
ルス感染症拡大
防止のため定員

縮小

平成26年度

平成29年度

平成30年度
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