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主催：NPO法人埼玉映画ネットワーク
提携：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館）
会場：彩の国さいたま芸術劇場（与野本町駅）／埼玉会館（浦和駅）／熊谷会館※現在は閉館

※作品名の（）無しは会場が彩の国さいたま芸術劇場

第48回 10月 ぐるりのこと。
第1回 4月 半落ち 第49回 1月 赤い風船／白い馬
第2回 5月 エルミタージュ幻想 第50回 西の魔女が死んだ
第3回 6月 また逢う日まで 第51回 オペラ映画椿姫（熊谷会館）
第4回 7月 ラブストーリー 第52回 3月 マンデラの名もなき看守
第5回 8月 沓掛時次郎／セロ弾きのゴーシュ
第6回 9月 モーターサイクル・ダイアリーズ 第53回 石内尋常高等小学校 花は散れども
第7回 10月 炎のジプシーブラス／ガッジョ・ディーロ／僕のスィング 第54回 12人の怒れる男（埼玉会館）
第8回 11月 ベルリンフィルと子どもたち 第55回 5月 マルタのやさしい刺繍
第9回 12月 浮雲 第56回 6月 闇の子供たち
第10回 1月 北京ヴァイオリン 第57回 7月 おくりびと
第11回 2月 乱れ雲 第58回 8月 青い鳥
第12回 3月 コーラス 第59回 9月 オペラ映画カルメン

第60回 禅ZEN
第13回 4月 輝ける青春 第61回 アラビアのロレンス（熊谷会館）
第14回 5月 天井桟敷の人々 埼玉産映画祭：
第15回 6月 阿弥陀堂だより ソロコンテスト／SR サイタマノラッパー
第16回 7月 ホテルビーナス 「生きる」ことを考えるドキュメンタリー作品特集：

第17回 8月 ヒトラー～最期の12日間～ いのちの作法／ 精神
第18回 パリ・ルーブル美術館の秘密 第64回 12月 愛を読むひと
第19回 砂の器（埼玉会館） 優秀映画推進事業：
第20回 10月 オペラ映画魔笛 青い山脈／また逢う日まで／野火／ぼんち
第21回 11月 博士の愛した数式 第66回 ディア・ドクター
第22回 12月 ホテル・ルワンダ 第67回 2月 未来の食卓
第23回 1月 白バラの祈り 第68回 3月 人生に乾杯!
第24回 2月 かもめ食堂
第25回 3月 トランスアメリカ 第69回 4月 空気人形

第70回 5月 パリ・オペラ座のすべて
第26回 4月 フラガール 第71回 6月 ヴィヨンの妻
第27回 5月 山猫 第72回 7月 カティンの森
第28回 6月 ゆれる 第73回 8月 戦場でワルツを

ケンローチ監督特集：麦の穂をゆらす風 第74回 おとうと
／明日へのチケット／Sweet Sixteen 第75回 葦牙－あしかび－ こどもが拓く未来（埼玉会館）

第30回 8月 ひまわり 第76回 10月 オペラ映画カヴァレリア・ルスティカーナ／道化師

第31回 9月 ロストロポーヴィチ人生の祭典 第77回 11月 小三治
第32回 10月 長い散歩 第78回 オーケストラ！
第33回 11月 オペラ映画トスカ 優秀映画推進事業（熊谷会館)：
第34回 河瀬直美監督特集：萌の朱雀／殯の森 青い山脈／また逢う日まで／真昼の暗黒／純愛物語

第35回 終わりよければすべてよし（埼玉会館） 優秀映画推進事業：
第36回 1月 街のあかり カルメン故郷に帰る／二十四の瞳
第37回 2月 しゃべれどもしゃべれども ／野菊の如き君なりき／喜びも悲しみも幾歳月

第38回 3月 ジャ・ジャンクー監督特集=長江哀歌／世界 第81回 闇の列車、光の旅
第82回 2月 氷雪の門（埼玉会館）

第39回 2月 めがね シネコンサート：
第40回 3月 ミルコのひかり キートンの探偵学入門／チャップリンの失恋
第41回 4月 歓喜の歌

“わたしたちの「今」を考える”ドキュメンタリー 第84回 4月 オカンの嫁入り（埼玉会館）
作品特集：いのちの食べ方／水になった村 松井久子監督特集（埼玉会館）：

第43回 6月 結婚しようよ レオニー／折り梅／ユキエ
ふたりの理髪師特集： ミニ中国映画祭（埼玉会館）：
胡同の理髪師/大統領の理髪師 宋家の三姉妹／山の郵便配達／未完の対局

第45回 オペラ映画リゴレット（埼玉会館） 第87回 7月 フラガール（埼玉会館）
第46回 8月 パークアンドラブホテル 終戦記念日上映（埼玉会館）：
第47回 9月 善き人のためのソナタ 第五福竜丸／アーサー・ビナード氏講演会

彩の国シネマスタジオ 上映履歴
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シネコンサート（埼玉会館）： ／クレイジーホース・パリ夜の宝石たち
キートンの探偵学入門／チャップリンの失恋 第132回 7月 飛べ！ダコタ／すーちゃん まいちゃん さわ子さん

第90回 10月 ダンシング・チャップリン 第133回 8月 あなたを抱きしめる日まで
ミニイタリア映画祭： 第134回 9月 もうひとりの息子
シチリア！シチリア！／人生、ここにあり！ 優秀映画推進事業（熊谷会館）：

第92回 英国王のスピーチ 弁天小僧／眠狂四郎殺法帖
優秀映画推進事業（熊谷会館）： ／反逆児／沓掛時次郎 遊侠一匹
麦秋／東京物語／彼岸花／秋刀魚の味 第136回 10月 燦燦－さんさん－／此の岸のこと
優秀映画推進事業： 第137回 11月 世界の果ての通学路
酔いどれ天使／生きる／天国と地獄／羅生門 第138回 11月 笑う男～弁士・伴奏付き無声映画～（埼玉会館）

こまどり姉妹がやってくる ヤア！ヤア！ヤア！ 第139回 12月 マダム・イン・ニューヨーク
／大鹿村騒動記 第140回 バチカンで逢いましょう

第96回 アメイジング・グレイス 優秀映画推進事業：
嗚呼、満蒙開拓団 張込み／悪い奴ほどよく眠る
／遥かなるふるさと 旅順・大連（埼玉会館） ／黒い画集あるサラリーマンの証言／白い巨塔

第98回 3月 八日目の蝉 第142回 2月 グレート・ビューティー 追憶のローマ
第143回 3月 ウィークエンドはパリで

第99回 4月 此の岸のこと ／木漏れ日の家で
第100回 5月 一枚のハガキ 第144回 4月 ストックホルムでワルツを／かもめ食堂

ピアノマニア／フレデリック・バック監督特集： 第145回 5月 物語る私たち
木を植えた男／大いなる河の流れ 第146回 6月 リスボンに誘われて
／クラック！／トゥ・リアン 第147回 7月 めぐり逢わせのお弁当／きっと、うまくいく

第102回 7月 海洋天童／孔子の教え 第148回 イラク チグリスに浮かぶ平和／ひまわり
第103回 しあわせのパン 第149回 砂の器（埼玉会館）
第104回 黒い雨／アーサー・ビナード氏講演会（埼玉会館） 優秀映画推進事業（埼玉会館）：
第105回 9月 アーティスト 夜の河／雪国
第106回 10月 この空の花長岡花火物語 ／五番町夕霧楼／五瓣の椿
第107回 11月 ピナバウシュ夢の教室 第151回 はじまりのうた
第108回 いわさきちひろ２７歳の旅立ち 第152回 10月 グッド・ライ～いちばん優しい嘘～

優秀映画推進事業（熊谷会館）： 第153回 11月 みんなの学校
酔いどれ天使／生きる／天国と地獄／羅生門 第154回 12月 あん
優秀映画推進事業： 第155回 アリスのままで
西鶴一代女／雨月物語／山椒大夫／近松物語 優秀映画推進事業：

第111回 別離 めぐりあい／八月の濡れた砂
第112回 2月 バレエに生きる ／約束／忍ぶ川

フタバから遠く離れて/鬼に訊け 第157回 2月 奇跡のひと マリーとマルグリット
/ハーブ＆ドロシー アートの森の小さな巨人 ニュー・シネマ・パラダイス

／ASAHIZA　人間は、どこへ行く
第114回 4月 拝啓、愛しています 第159回 映画ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～

第115回 5月 The Ladyアウンサンスーチーひき裂かれた愛
第116回 6月 天地明察 第160回 4月 アドバンスト・スタイル　そのファッションが、人生

第117回 7月 ミッドナイト・イン・パリ 第161回 犬に名前をつける日
第118回 かぞくのくに 第162回 パレードへようこそ
第119回 希望の国／アーサー・ビナード氏講演会 第163回 6月 エール！
第120回 東京家族 第164回 7月 ベトナムの風に吹かれて

優秀映画推進事業（熊谷会館）： 第165回 7月  熊本地震復興支援チャリティー上映『うつくしいひと』

西鶴一代女／雨月物語／山椒大夫／近松物語 第166回 ロイヤル・コンセルトヘボウ オーケストラがやって来る

第122回 10月 海と大陸/潮騒 第167回 ハンナ・アーレント
第123回 11月 スタンリーのお弁当箱 第168回 9月 ニューヨーク　眺めのいい部屋売ります

ベニシアさんの四季の庭 第169回 10月 氷の花火 山口小夜子
／天のしずく辰巳芳子“いのちのスープ” 第170回 11月 すれ違いのダイアリーズ
優秀映画推進事業： 第171回 スポットライト 世紀のスクープ
めし／おかあさん／浮雲／乱れ雲 第172回 さざなみ

第126回 アンコール!! 第173回 マイケル・ムーアの世界侵略のススメ
第127回 2月 すーちゃん まいちゃん さわ子さん 第174回 愛と哀しみのボレロ
第128回 3月 クロワッサンで朝食を 優秀映画推進事業：

伊豆の踊子／野菊の墓
第129回 4月 蒲田行進曲 ／時をかける少女／ぼくらの七日間戦争
第130回 5月 きっと、うまくいく 第176回 裸足の季節

二郎は鮨の夢を見る 第177回 めぐりあう日
／マリリン・モンロー瞳の中の秘密 第178回 秋のソナタ
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第232回 万引き家族（埼玉会館）
第179回 砂の器（埼玉会館） 第233回 顔たち、ところどころ
第180回 イングリッド・バーグマン〜愛に生きた女優〜 第234回 日日是好日（埼玉会館）
第181回 東京物語（埼玉会館） 第235回 家族のレシピ
第182回 湯を沸かすほどの熱い愛 第236回 判決、ふたつの希望
第183回 ニーゼと光のアトリエ 第237回 山懐に抱かれて
第184回 晩春／秋日和（埼玉会館） 第238回 12月 RBG最強の85才（埼玉会館）
第185回 6月 永い言い訳 第239回 ねことじいちゃん（埼玉会館）
第186回 7月 ミス・シェパードをお手本に 第240回 12ヶ月の未来図

優秀映画推進事業： 第241回 こどもしょくどう
煙突の見える場所／この広い空のどこかに
／裸の島／名もなく貧しく美しく

第188回 ヒトラーの忘れもの 3月 【中止】僕たちは希望という名の列車に乗った

第189回 麥秋（埼玉会館）
第190回 人生フルーツ 【中止】ニューヨーク公共図書館
第191回 お早よう（埼玉会館） 【中止】レディ・マエストロ（埼玉会館）
第192回 未来よ こんにちは 【中止】希望の灯り（埼玉会館）
第193回 11月 ぼくと魔法の言葉たち 【中止】存在のない子供たち
第194回 しあわせな人生の選択 【中止】あなたの名前を呼べたなら
第195回 秋刀魚の味（埼玉会館） 【中止】ガーンジー島の読書会の秘密（埼玉会館）

第196回 わすれな草 【中止】今さら言えない小さな秘密
第197回 日の名残り（埼玉会館） 【中止】少女は夜明けに夢をみる（埼玉会館）

第198回 光をくれた人 第243回 8月 イーディ、83歳　はじめての山登り（埼玉会館）

第199回 山猫（埼玉会館） 第244回 9月 私のちいさなお葬式
第200回 2月 静かなる情熱 エミリ･ディキンスン
第201回 人生タクシー
第202回 歓びのトスカーナ

第203回 はじまりの街
第204回 シェルブールの雨傘
第205回 5月 ルージュの手紙
第206回 希望のかなた
第207回 マダム・フローレンス!夢見るふたり（埼玉会館）

第208回 7月 否定と肯定
第209回 8月 この世界の片隅に（埼玉会館）
第210回 幼な子われらに生まれ
第211回 大いなる幻影（埼玉会館）
第212回 ダンサー、セルゲイ・ポルーニン世界一優雅な野獣

第213回 道（埼玉会館）
第214回 眺めのいい部屋（埼玉会館）
第215回 はじめてのおもてなし
第216回 11月 ゴッホ最期の手紙 主催：NPO法人埼玉映画ネットワーク

第217回 モリのいる場所 共催：公益財団法人けやき文化財団※2019年3月末まで

第218回 ドリーム（埼玉会館） 共催：桶川地域文化振興共同事業体※2019年4月より

第219回 追憶（埼玉会館） 会場：さいたま文学館（桶川駅）※2019年3月末まで

第220回 あなたの旅立ち、綴ります 会場：さいたま文学館（桶川駅）※2019年4月より

第221回 ローズと秘密の頁
第222回 フォロー・ミー（埼玉会館） 第1回 9月 人生フルーツ
第223回 3月 タクシー運転手 約束は海を越えて 第2回 12月 湯を沸かすほどの熱い愛

第224回 輝ける人生 第3回 4月 永い言い訳
第225回 カメラを止めるな!（埼玉会館） 第4回 6月 マダム・フローレンス!夢見るふたり
第226回 5月 いろとりどりの親子 第5回 9月 幼な子われらに生まれ
第227回 6月 家へ帰ろう 第6回 12月 モリのいる場所
第228回 初恋のきた道（埼玉会館） 第7回 3月 輝ける人生
第229回 教誨師
第230回 クロワッサンで朝食を（埼玉会館） 第8回 12月 万引き家族
第231回 洗骨 3月 【中止】日日是好日
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