2 0 2 1 年 日 本 映 画 公 開 作 品 リ ス ト
Jan／1月
生徒会役員共2

美少女戦士セーラームーン
Eternal 後編
名探偵コナン 緋色の不在証明

無頼

ある用務員

おとなの事情
スマホをのぞいたら

おろかもの

Episode of Roselia Ⅰ： 約束
はるヲうるひと

14歳の栞

魔進戦隊キラメイジャー

少女☆歌劇

白爪草 Sirotsumekusa

IDOL AUDiTiON
新 デコトラのシュウ 鷲

日本独立

＜旭川先行＞
魔進戦隊キラメイジャー

Eternal 前編

ひとくず
ヒーリングっど♥プリキュア
ゆめのまちでキュン！
っとGoGo！大変身！！

ビー・バップ・ドリーム
騎士竜戦隊

騙し絵の牙

夏、至るころ

(2D／4DX2D）

ソウルメイツ

Interactive Movie:ORALIUM

機界戦隊ゼンカイジャー
The Movie

赤い戦い！

オール戦隊大集会！！

石起こしと怪しき来訪者
電車を止めるな！

ゼロワン Others

さんかく窓の外側は夜
熊川哲也 Kバレエカンパニー
海賊 in Cinema
建築と時間と妹島和世

僕らは青空になる
半径1メートルの君

おもいで写眞

あんさんぶるスターズ！！

今は、進め。

戦車闘争 Sagamihara, Yokohama
1972-20XX
心の傷を癒すということ

Feb／2月

ES Music Garden

＜小樽・旭川先行＞

Mar／3月

ゾッキ

迷子になった拳

レコードジャケット

神聖円卓領域キャメロット

BLUE ブルー

ハチとパルマの物語

街の上で

明日の食卓

名探偵コナン 緋色の弾丸

茜色に焼かれる

すばらしき世界

シン・エヴァンゲリオン 劇場版

ツナガレラジオ 僕らの雨降Days
Crown Handler 第1章

(2D/IMAX2D/4DX2D)

(2D/IMAX2D/4DX2D)
椿の庭

青葉家のテーブル

トロピカル～ジュ！ プリキュア

閃光のハサウェイ

竜とそばかすの姫

さよなら私のクラマー
ファーストタッチ

Jun／6月

裏アカ
れいわ一揆

シラノ・ド・ベルジュラック

カポネ

ワン・モア・ライフ！

ルクス・エテルナ 永遠の光

スカイライン 逆襲

モンスターハンター

アウステルリッツ

National Theatre Live

女たち

スフーレ島のひみつ

（2D／MAX2D）
藍に響け

深海のサバイバル

君は永遠にそいつらより若い

しあわせのマスカット

ポルノグラフィティ LIVE FILM

彼女来来
裏ゾッキ

総理の夫

のさりの島

空白

アイの歌声を聴かせて

かぐや様は告らせたい

マイ・ダディ

そして、バトンは渡された

機界戦隊ゼンカイジャー
スーパーヒーロー戦記
サイダーのように

ヒノマルソウル

天才たちの恋愛頭脳戦

言葉が湧き上がる

舞台裏の英雄たち

GのレコンギスタIII

ザ・ファブル 殺さない殺し屋

宇宙からの遺産

リカ 自称28歳の純愛モンスター

犬部！

ショコラの魔法

とびだせ！ ならせ！
PUI PUI モルカー
（2D／3D）
Saucy Dog “Send for you”

＜苫小牧先行＞
月影花之丞大逆転

THE MOVIE

BanG Dream! FILM LIVE

くじらびと LAMAFA

きんいろモザイク Thank you!!

護られなかった者たちへ

子供はわかってあげない

DIVOC-12（ディボック-トゥエルブ）

アーヤと魔女

10 BABYMETAL BUDOKAN:

映画：フィッシュマンズ

夢判断、そして恐怖体験へ

リクはよわくない

ねばぎば 新世界

Fate/kaleid liner

SPITZ JAMBOREE TOUR 2021

海辺の彼女たち

FILM SCREENING

プリズマ☆イリヤ Licht
ゼロワンOthers

消された沖縄の障害者

僕と彼女とラリーと

クレヨンしんちゃん
謎メキ！ 花の天カス学園

Jan／1月
新 感染半島
ファイナル・ステージ
(2D/IMAX2D/4DX2D)
燃えよデブゴン

パリの調香師

戦火の馬

しあわせの香りを探して
シリアにて

TOKYO MISSION
ニューヨーク
親切なロシア料理店

プレイモービル
マーラとチャーリーの大冒険

Feb／2月

＜江別先行＞

&バルキリー
シュシュシュの娘（こ）

きかんしゃトーマス

ラブ・セカンド・サイト

グンダーマン

おいでよ！ 未来の発明ショー！

はじまりは初恋のおわりから

クー！ キン・ザ・ザ
クワイエット・プレイス

ある人質 生還までの398日

夏時間

天国にちがいない

Mar／3月

世界を操る闇の秘密結社

Apr／4月

破られた沈黙

フィールズ・グッド・マン
ファーザー

(2D/IMAX2D/4DX2D)
モータルコンバット

189（イチハチキュー）

夢幻紳士 人形地獄

TVアニメ

SUPER JUNIOR-D&E

SHAMAN KING
恐山ル・ヴォワール編
先行上映会

スパイラル ソウ オールリセット

COUNTDOWN IN JAPAN
HUMAN ODYSSEY
それは、創造を巡る旅。 DC版

劇場公開 344本
キャッシュトラック

アンテベラム

ツリーから離れて

マトリックス レザレクションズ

BILLIE ビリー

ONODA 一万夜を越えて

第7回 新千歳空港

ミラベルと魔法だらけの家

クリーン、シェーブン

メインストリーム

国際アニメーション映画祭2021

ベロゴリア戦記 第1章：

モンテ・クリスト伯:

エリック・クラプトン

“極”悪党、集結

The Musical Live

(2D/IMAX2D/4DX2D)

（2D／4DX2D）

ロックダウン・セッションズ
アマゾンの男
プリズナーズ・オブ・

海外作品
グレタ ひとりぼっちの挑戦

モスル あるSWAT部隊の戦い

田舎司祭の日記

ダ・ヴィンチは誰に微笑む

ドント・ブリーズ2

ブライズ・スピリット

ライトハウス

サイコ・ゴアマン

夫をシェアしたくはありません！

ファイナル・プラン

クローブヒッチ・キラー

ホロコーストの罪人

PITY ある不幸な男

SEOBOK ソボク

パウ・パトロール ザ・ムービー

最後にして最初の人類

ミッドナイト・トラベラー

アイス・ロード

プロミシング・ヤング・ウーマン

Summer of 85

潜入

トゥルー・ヒストリー・オブ・

マリグナント 狂暴な悪夢

ゴーストランド

ストリートから世界へ

ショック・ドゥ・フューチャー

レミニセンス （2D／IMAX2D）
スイング・ステート

アウシュヴィッツ・レポート

食人雪男

ドリームズ・オン・ファイア

5月の花嫁学校

ブラックバード

モロッコ、彼女たちの朝

レリック 遺物

最後の決闘裁判

MONOS 猿と呼ばれし者たち

野良人間

ベレニス

デュー あの時の君とボク

デニス・ホー

キャンディマン

花椒（ホアジャオ）の味

ダーク・アンド・ウィケッド

カオス・ウォーキング

ショップリフターズ・

松竹ブロードウェイシネマ
キンキーブーツ

ミッドナイト・スカイ
旅立つ息子へ

獣に育てられた子どもたち

家族が家族であるうちに

ピーターラビット2

ノンストップ

チャンシルさんには福が多いね

ザ・スイッチ

狼をさがして

ビリー・アイリッシュ

ピカソがピカソになるまで

春江水暖 しゅんこうすいだん

ザ・バッド・ガイズ

サン・ラーの

ミアとホワイトライオン

アウトポスト

アート・オン・スクリーン
聖なる犯罪者

奇跡の1300日

私たちの青春、台湾

シティーコップ

世界で一番しあわせな食堂

スペース・イズ・ザ・プレイス

バーナバスの誘惑

クルエラ

逃げた女

アオラレ

グリード

ローズメイカー 奇跡のバラ

モンテッソーリ 子どもの家

ビバリウム

AVA エヴァ

アメリカン・ユートピア

ダンサー、セルゲイ・ポルーニン

藁にもすがる獣たち

ナショナル・シアター・ライブ

ドリームランド

アメイジング・グレイス

世界一優雅な野獣

ヘルムート・ニュートンと

ベイビーティース
フリーダ・カーロに魅せられて
アート・オン・スクリーン
愛と闇の物語

＜小樽先行＞

ハッピー・バースデー

また、あなたとブッククラブで

家族のいる時間
分断の歴史
朝鮮半島100年の記憶

キング・オブ・シーヴズ

レンブラントは誰の手に

わたしの叔父さん

グランパ・ウォーズ

MISS ミス・フランスになりたい

Jun／6月
カムバック・トゥ・ハリウッド！！

DAU. ナターシャ

スプリー

地球で最も安全な場所を探して

約束の宇宙（そら）

トムとジェリー

Style Wars スタイル・ウォーズ

トゥルーノース

ミナリ

靴ひも

2gether THE MOVIE

粛清裁判

FUNAN フナン

シカゴ7裁判

Happy Old Year

マシュー・ボーン In Cinema

Mank マンク

赤い靴

おじいちゃんと僕の宣戦布告

アレサ・フランクリン

ミッドナイト・ファミリー

May／5月
水を抱く女

グリーンランド
地球最後の2日間

海辺の家族たち

Jul／7月
スーパーノヴァ

クーリエ：最高機密の運び屋

Our Friend アワー・フレンド

イン・ザ・ハイツ

ゴジラ vs コング

（2D／IMAX2D）
白蛇：縁起

Blackpink The Movie
ワイルド・スピード

ジャニス・ジョプリン
ロックダウン・ホテル
死・霊・感・染
シンプルな情熱

コレクティブ 国家の噓

ディナー・イン・アメリカ

親愛なる君へ

G. I. ジョー：

マルジェラが語る

殺人鬼から逃げる夜
走れロム

音楽祭2020

Oct／10月

ココ・シャネル 時代と闘った女

007 ノー・タイム・トゥ・ダイ

Sep／9月

(2D/IMAX2D/4DX2D)
死霊館 悪魔のせいなら、無罪。

シャン・チー

ジェットブレイク
(2D/IMAX2D/4DX2D)
元カレとツイラクだけは
絶対に避けたい件

漆黒のスネークアイズ
ロン 僕のポンコツ・ボット

（2D／4DX2D）

＜江別先行＞

“マルタン・マルジェラ”
スザンヌ、16歳
トムボーイ
サウンド・オブ・メタル

ハロウィン KILLS
ジョゼと虎と魚たち

1941 モスクワ攻防戦
80年目の真実
フォーリング 50年間の想い出

テン・リングスの伝説

TOVE トーベ

ジャズ・ロフト

囚人ディリ

(2D/IMAX2D/4DX2D)

素晴らしき、きのこの世界

THE MOLE ザ・モール

パワー・オブ・ザ・ドッグ

モンタナの目撃者

恋の病

Nov／11月

＜江別先行＞
＜江別・旭川先行＞

テーラー 人生の仕立て屋

潔癖なふたりのビフォーアフター

すべてが変わった日

アナザーラウンド

エースの中のエース

リスペクト

スクールガールズ

ハイゼ家 百年

ジュゼップ 戦場の画家

ミス・マルクス

エターナルズ

＜主婦＞の学校

夕霧花園

アイダよ、何処へ？

明日に向かって笑え！

［ ライブビューイング、コンサート、スポーツ中継等のODS上映、自主上映の作品は投票可能ですが、紙面の都合で掲載していません。又、一部のタイトルを省略して記載しています。 ］

(2D/IMAX2D/4DX2D)

オブ・ザ・ワールド
消えた旋律
グロリア 永遠の青春
ドーナツキング
ボストン市庁舎
悪なき殺人
MONSTA X : THE DREAMING

聞こえるということ

クライモリ

レイジング・ファイア
君といた108日

ファイター 北からの挑戦者

ビルド・ア・ガール
テーラー 人生の仕立て屋
モーリタニアン 黒塗りの記録

DAU. 退行

天才ヴァイオリニストと

チック、チック・・・ブーン！

名もなき歌

GUNDA グンダ
ONODA 一万夜を越えて

劣等勇者と暗黒の魔術師

＜旭川先行＞
tick, tick...BOOM!：

整形水

プラシド・ドミンゴ

(2D/IMAX2D/4DX2D)
ナチス・バスターズ
ベロゴリア戦記 第2章：

オアシス：ネブワース1996

アレーナ・ディ・ヴェローナ

Aug／8月

パリのアメリカ人 （松竹BC）

魔獣の森

白頭山（ペクトゥサン）大噴火

テレビ放映されなかった時）

復讐者たち

ドーン・オブ・ザ・ビースト
皮膚を売った男

サマー・オブ・ソウル
（あるいは、革命が

8時15分 ヒロシマ 父から娘へ

(2D/IMAX2D/4DX2D)
松竹ブロードウェイシネマ

ビカミング・ザ・ソング

ユダヤ孤児を救った芸術家

（2D／4DX2D）

ジェジュン：オン・ザ・ロード

ペトルーニャに祝福を
Mr. ノーバディ

ビースト

83歳のやさしいスパイ

ズーム 見えない参加者

僕が跳びはねる理由

スターダスト

MINAMATA ミナマタ

サムジンカンパニー1995

ファストファッション帝国の真実

眠れる森の美女

フォリーズ

大地と白い雲

沈黙のレジスタンス

世界は少しぼやけている

ラスト・フル・メジャー
知られざる英雄の真実

オールド
スペース・プレイヤーズ

(2D/IMAX2D/4DX2D)

幸せの答え合わせ

アンモナイトの目覚め

余命30日？！のヒーロー

戦火のランナー
ジャングル・クルーズ

ファースト・エージェント
ただ悪より救いたまえ

レット・ゼア・ビー・カーネイジ

人肉村

郷愁の哀歌

シンデレラ
キングスマン

ヴェノム：

DUNE デューン 砂の惑星

巨大企業が恐れた男
パリ・オペラ座バレエ・シネマ
雨とあなたの物語

Dec／12月

わたしはダフネ Dafne

野球少女

ザ・ケリー・ギャング

偽りの隣人 ある諜報員の告白
リル・バック

17歳の瞳に映る世界

(2D/IMAX2D/4DX2D)

(2D/IMAX2D/4DX2D)
ダーク・ウォーターズ

異世界の王国と魔法の剣

アフリカン・カンフー・ナチス

1秒先の彼女

ハッピー・オールド・イヤー

越年 Lovers

信虎

少年の君

SNS 少女たちの10日間

どん底作家の人生に幸あれ！

愛のまなざしを

聖地X

RUN ラン

ブックセラーズ

国葬

ずっと独身でいるつもり？

きのう何食べた？
すみっコぐらし

最新のデータは
HPでご確認ください！

幕が下りたら会いましょう

デッドロック

21ブリッジ

KCIA 南山の部長たち

シンデレラ in Cinema

ターコイズの空の下で

パーム・スプリングス

Away

彼女が好きなものは
ARIA The BENEDIZIONE

サンドラの小さな家

ジャスト6.5 闘いの証

12人の女たち

A3! SPRING & SUMMER

ミュジコフィリア
熊川哲也 Kバレエカンパニー

ブータン 山の教室

ウォーデン 消えた死刑囚

詩人の恋

MANKAI MOVIE

サンドラの小さな家

天空の結婚式

ダ・ヴィンチ没後500年展

くるみ割り人形 in Cinema

流星のオブリガード

ヒルビリー・エレジー

マーメイド・イン・パリ

ルーブル美術館の夜

アルゴナビス
土竜の唄 FINAL

ロード・オブ・カオス

モンスター・ハント 王の末裔

43年後のアイ・ラヴ・ユー

愉快で愛しい仲間たち

（4DX2D）
熊川哲也 Kバレエカンパニー

ラーヤと龍の王国

大海原のソングライン

火星打上げ計画

シャイニー・シュリンプス！

千秋楽公演
フラ・フラダンス

あの頃をもう一度

ミッション・マンガル

アンチ・ライフ

ザ・スーサイド・スクワッド

Dec／12月
五周年記念 壽 乱舞音曲祭

ダニエル
アート・オン・スクリーン

(2D/IMAX2D/4DX2D)

Nov／11月

Cosmetic DNA

天才画家ダ・ヴィンチのすべて
羊飼いと風船

崖っぷちチームの

(2D/IMAX2D/4DX2D)

(2D/IMAX2D/4DX2D)

優しき裏切り者の歌

アメリカン・ユートピア

私は確信する

ウルフウォーカー

ブラック・ウィドウ

ビーチ・バム まじめに不真面目

イルミナティ

この世界に残されて

やすらぎの森

テスラ エジソンが恐れた天才

ディエゴ・マラドーナ 二つの顔

エマの秘密に恋したら

ジェントルメン

カウラは忘れない

パラダイス・ロスト

（2021/11/29現在のデータで作成）
フリー・ガイ

ノマドランド

感染症と保健所

息をするように

アメリカン・ユートピア
唐人街探偵 東京MISSION

ザ・プロム

ヴィタリナ

ヒーローたち

フロム・アンコール・ナイツ

星なき夜のアリア
(2D/IMAX2D/4DX2D)

sapporocinema.net

千子村正出演回の

ソードアート・オンライン
プログレッシブ

侵略者Sと西荻窪の奇跡

新型コロナウイルス

at Yokohama Arena
老後の資金がありません！

写真の女

THE MOVIE

ミュージカル 刀剣乱舞

＜旭川先行＞
終わりの見えない闘い

青い月夜のまほうのコ

神在月のこども

返校 言葉が消えた日

ベル・エポックでもう一度

ガンズ・アキンボ

スタントウーマン
ハリウッドの知られざる

サーロー節子とともに

シノノメ色の週末
全員切腹

東京クルド

王の願い ハングルの始まり

プロジェクトV

ステージ・マザー

ドン・キホーテ

甦る三大テノール 永遠の歌声

(2D/IMAX3D/4DX3D)

ボン・ジョヴィ

“NEW MIKKE” THE MOVIE

仮面ライダーバルカン

ワ、ワタクシも～♪♪

場所はいつも旅先だった

COMPLETE EDITION

2 0 2 1 年 外 国 映 画 公 開 作 品 リ ス ト
ヒロシマへの誓い

Oct／10月

ドライブ・マイ・カー

鳩の撃退法

出会い編だニャン♪

BLUE ENCOUNT Q.E.D :

Cinema Viewing

（4DX2D）

SHELL and JOINT

ケータとオレっちの

うみべの女の子

Initialize 2021.04.18

岬のマヨイガ

episode of Roselia Ⅱ :
Song I am.

Crown Handler 第2章
由宇子の天秤

VIDEOPHOBIA

夜明け前のうた

夏への扉 キミのいる未来へ

プリンセス・プリンシパル

ファイナル

サヨナラ アメリカ
妖怪ウォッチ♪

サンマデモクラシー

孤狼の血 LEVEL 2
2nd Stage

ONAKAMA 2021 THE MOVIE

Yellow/新感線

日高線と生きる

「もぎりさん」全12話一挙上映
仮面ライダー セイバー＋

男の優しさは

“REUNION”

雪のプリンセスと奇跡の指輪！

テン・ゴーカイジャー

99.9 刑事専門弁護士

映画演劇 サクセス荘

BanG Dream!

すくってごらん

膝丸出演回の千秋楽公演

明け方の若者たち

ふわふわフワリーと雲の国

ブレイブ 群青戦記

シンデレラタイム
ディレクターズカット版
呪術廻戦 0

スパゲティコード・ラブ

それいけ！ アンパンマン

FUNNY BUNNY

KAIZOKU SENTAI

白鳥の湖 in Cinema

五周年記念 壽 乱舞音曲祭

SAYONARA AMERICA

たゆたえども沈まず

The Pledge To Megumi

熊川哲也 Kバレエカンパニー

持続可能戦争

ミュージカル 刀剣乱舞

fOUL

劇場完全版 熊川哲也

二重のまち/交代地のうたを編む

CUBE 一度入ったら、最後

☟ 下記QRコードへ
空メールすると
投票フォームが
届きます！

Talk With Me

ハイエボリューション

Free! the Final Stroke 前編

100日間生きたワニ

空に聞く

攻殻機動隊 SAC_2045

百田夏菜子ソロコンサート

交響詩篇エウレカセブン

おしりたんてい

バイプレイヤーズ

ファーストラヴ

へんしんっ！

EUREKA

クドわふたー

太陽は動かない

ホリミヤ

サマーゴースト

偶然と想像

機動戦士ガンダム

全部下心なんですって

カルミナ・ブラーナ2021

かそけきサンカヨウ
恋する寄生虫

MIRRORLIAR FILMS Season 1

最強殺し屋伝説国岡 完全版

サンチョー

お終活 熟春！

映画を作ったら

ルパンの娘

ビヨンド・ジェネレーションズ

梅切らぬバカ

きみが死んだあとで

めぐみへの誓い

僕たちは変わらない朝を迎える

5×20 FILM
“Record of Memories”

何と闘っているのか
仮面ライダー

ひらいて

DREAMS ON FIRE

写真家 森山大道

ドキュメンタリー映画

ARASHI Anniversary Tour

City Pop Chronicle

オトッペ パパ・ドント・クライ

私はいったい、

マスカレード・ナイト

怪盗からの挑戦！

未来はつねに懐かしい

スーパー戦闘 純烈ジャー

CINEMA FIGHTERS project

DEEN LIVE IN CITY 2021

燃えよ剣

ある殺人、落葉のころに

浜の朝日の嘘つきどもと

西暦2202年の選択

過去はいつも新しく、

笑福亭鶴瓶

燃ゆる本能寺

妖怪大戦争 ガーディアンズ

「宇宙戦艦ヤマト」という時代

人生、百年時代の過ごし方

ヘンテコ世界からの脱出！
先生、私の隣に

脅されています。 スペイン編

舞台 刀剣乱舞 虚伝
昨日より赤く明日より青く

緑の牢獄

(2D／4DX2D）

いのちの停車場

おかあさんといっしょ

座っていただけませんか？

劇場編集版 かくしごと
ひめごとはなんですか

ムーンライト・シャドウ

第7回 新千歳空港

＜旭川先行＞

リスタート

後編 Paladin; Agateram

＜旭川先行＞

東京リベンジャーズ

漁港の肉子ちゃん

HOKUSAI

哀愁しんでれら

プリンセス・プリンシパル

劇場アニメ映画

AKB48 異界への灯火寺

ワールド ヒーローズ ミッション

＜江別先行＞
明日のたりないふたり 特別版

THE LIVE 2021!!!

キャラクター

砕け散るところを見せてあげる
もしも100人の名脇役が

僕のヒーローアカデミア

バケモノ

発酵する民
ARIA The CREPUSCOLO

食の安全を守る人々

100日間生きたワニ

ドリームズ・オン・ファイア

＜江別・旭川先行＞

抱かれたい男1位に

驚き！ 海の生きもの超伝説

モルエラニの霧の中

Endless SHOCK
樹海村 （2D／4DX2D）

渦が森団地の眠れない子たち

未成仏百物語

エポックのアトリエ

ラブでパパッとタイホせよ！

上を向いて歩こう

ゆうやけ子どもクラブ！

サマーフィルムにのって

地獄の花園

ヤクザと家族 The Family

草の響き

星空のむこうの国

リス×戦士 ラブパトリーナ！

名も無き世界のエンドロール
花束みたいな恋をした

祈り 幻に長崎を想う刻（とき）

太陽の子

シグナル
長期未解決事件捜査班

国内作品

ハニーレモンソーダ

三月のライオン

ホムンクルス

国際アニメーション映画祭2021

黄龍の村

れいこいるか

生きちゃった

THE MOVIE

人と仕事

科捜研の女 劇場版

軍艦少年
さよなら、ティラノ

いきものがかりの
みなさん、こんにつあー!!

グッドバイ

Aug／8月

あなたの番です

狐晴明 九尾狩
（きつねせいめいきつねがり）

大人になれなかった

がんばれ！ TEAM NACS

ナポレオンと私

劇場版ダーウィンが来た！

第十話～第十二話
ボクたちはみんな

都会のトム＆ソーヤ

キネマの神様

光に呪われし者たち

宇宙戦艦ヤマト2205
新たなる旅立ち

いのうえ歌舞伎

ダンシング・マリー

太陽と踊らせて

友達やめた。

ポルノグラファー プレイバック

Tokyo 7th シスターズ

七つの大罪

The Prince of Tennis

DANCING MARY
蒼穹のファフナー THE BEYOND

前章：TAKE OFF
宇宙の法 エローヒム編

猿楽町で会いましょう

Fate/Grand Order

政宗ダテニクル 合体版+

“生活と記憶”

時の迷宮

【“Decide”type／“Glory”type】

劇場公開 342本

短編 マクロスF（フロンティア）

新生 劇場版 テニスの王子様

狂猿

ヨルシカ Live 前世

戦中最後の沖縄県知事

GET OVER JAM Project

音響ハウス Melody-Go-Round

シネマ歌舞伎 鰯賣戀曳網

ベイビーわるきゅーれ

くれなずめ

美しき誘惑 現代の「画皮」

あのこは貴族

Live at Nippon Budokan

アジアの天使

仮面ライダー滅亡迅雷

復興応援

PEDRO

マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!

リョーマ！

冠位時間神殿ソロモン

＜江別先行＞

映画大好きポンポさん

菅谷晋一がつくる

Apr／4月

アリ地獄天国

青葉家のテーブル

（2021/11/29現在のデータで作成）
Sep／9月

終局特異点

シドニアの騎士 あいつむぐほし

きまじめ楽隊のぼんやり戦争

けったいな町医者

のろいの6.4km

Fate/Grand Order

海辺の金魚

種まく旅人 華蓮のかがやき

JUNK HEAD ジャンク・ヘッド

痛くない死に方

いとみち

Jul／7月

レヴュースタァライト
胸が鳴るのは君のせい
（いわしうりこいのひきあみ）

生きろ 島田叡
最終章 第3話

パンケーキを毒見する

未来へのかたち

ガールズ＆パンツァー

リュウソウジャー 特別編
メモリー・オブ・

THE ORAL CIGARETTES

大綱引の恋

Arc アーク

(2D/IMAX2D/4DX2D)

VS リュウソウジャー

May／5月

NO CALL NO LIFE

The Movie

大コメ騒動

夏目友人帳

The Beginning

陶王子 2万年の旅
君がいる、いた、そんな時。

らいか ろりん すとん

女優 原田ヒサ子

絶体絶命ロシアンルーレット
るろうに剣心 最終章

奥様は、取り扱い注意

あの頃。

相撲道 サムライを継ぐ者たち

(2D/IMAX2D/4DX2D)
BanG Dream!

まともじゃないのは君も一緒

あるがままに、

瞽女 GOZE

しまじろうと そらとぶふね
殺意の道程

賭ケグルイ

タネは誰のもの

岩合光昭の世界ネコ歩き

美少女戦士セーラームーン

るろうに剣心 最終章 The Final

ライアー X ライアー

銀魂 THE FINAL

水と大地のネコ家族

しまじろう

Gorillaz
ソング・マシーン・フロム・コング
ラストナイト・イン・ソーホー
クナシリ
茲山魚譜 チャサンオボ
リトル・ガール
アミューズメント・パーク
ボリショイ・バレエ in シネマ

ほんとうのピノッキオ

ディア・エヴァン・ハンセン

くるみ割り人形
ボス・ベイビー
ファミリー・ミッション
世界で一番美しい少年

【 札幌映画サークル（SCC） ／ リスト作成責任者： Shuji Maruta（SCC OB） ・・・ 3rd edition 】

（禁無断転載）

