令和３年１１月１日
各都道府県教育委員会等文化行政主幹課長 殿

独立行政法人 国立美術館
国立映画アーカイブ館長
岡 島 尚 志

（印影印刷）

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業に係る実施細目文書の送付について（依頼）

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業の実施については，令和３年１０月１４日付け３文参芸第
６３号及び令和３年１０月２６日付け国映ア事第３０６号にて依頼及び照会をしておりますが，下記
添付資料にも留意されるよう，所掌の各公立文化施設等担当者にご連絡くださいますようお願いいた
します。

記
［本件文書の添付資料］

① 添付資料１

優秀映画鑑賞推進事業実施細目

② 添付資料２

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業進行表

③ 添付資料３

令和４年度プログラムリスト

※プログラム数と作品構成が令和３年度プログラムと異なっています。
④ 添付資料４

フィルムの映写と取扱いに関する主催者へのお願いについて
フィルム巡回先リスト＜映写技師用＞ （見本）
フィルム取扱い注意事項＜映写技師・記入用＞ （見本）
上映報告書及び事故報告書（見本）

⑤ 添付資料５

全国興行生活衛生同業組合連合会会員名簿

⑥ 添付資料６

広報媒体等への特別協力名・国立映画アーカイブロゴの記載について【留意事項】

⑦ 様 式１

優秀映画鑑賞推進事業実行委員会規約 （見本）

⑧ 様 式２

優秀映画鑑賞推進事業実施確約書
（別紙）優秀映画鑑賞推進事業遵守事項

⑨ 様 式３

映画フィルム転送通知書

⑩ 様 式４

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業実施報告書
（別紙）映画をご覧になられた方へのアンケート

添付資料１
優秀映画鑑賞推進事業実施細目
◎ 各都道府県教育委員会等の担当部署の方へ
１．都道府県単位の優秀映画鑑賞推進事業実行委員会（以下「都道府県実行委員会」という。
）について
本事業の円滑な実施のため、主催者と興行組合との間の連絡調整が必要になることがあります。その
場合は、都道府県実行委員会の設置をお願いします。
都道府県実行委員会を設置する場合、会場となる公立文化施設等（以下「実施会場」という。
）の主
催者の代表者、都道府県単位で構成される興行組合の代表者、学識経験者及び教育委員会の代表者等に
よって構成してください。
２．各都道府県教育委員会等または都道府県実行委員会の役割
① 国立映画アーカイブが提示するプログラムリストにより実施会場の要望（上映日程を含む）を募り、
これを取りまとめてください。取りまとめた回答文書は、指定の期日までに、本事業委託業者（令和
３年度中は株式会社オーエムシー）まで送付してください。なお、実施会場及び日程の最終的な決定
は、国立映画アーカイブで行います。
② 各実施会場間の連絡調整をお願いします。特に近接した実施会場間における希望プログラムの重複、
希望開催日時の調整に留意ください。
③ 事前通知、決定通知等は、受領後速やかに実施会場への周知をお願いします。
※詳細については「令和４年度度優秀映画鑑賞推進事業進行表」ご参照ください。
④ 必要に応じて３５㎜映写機レンタルについて斡旋を行うようお願いします。
⑤ 主催者と興行組合との間の連絡調整をお願いします。
◎ 実施会場（主催者）の方へ
１．実行委員会の設置について
本事業の実施に当たっては、「優秀映画鑑賞推進事業実施要項」第５条第３項の規定により、各実施
会場単位で、実行委員会を設置することが義務づけられています。実行委員会は、会場となる公立文化
施設等の長、及び当該地域の主催者、映画興行関係者、学識経験者、教育委員会の代表者等によって構
成してください。その他、実行委員会の設置に際しては、様式１「優秀映画鑑賞推進事業実行委員会規
約」に準じてください。
実行委員会規約及び実行委員名簿は、３．に記載の「確約書」とあわせて令和４年７月末日までに提
出してください。
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２．観覧料について
「優秀映画鑑賞推進事業実施要項」第８条に「観覧料の額は、成人１人５００円の範囲内で会場施設
等の主催者がこれを定める。」と規定されています。各実施会場で必ず観覧料を徴収してください。な
お、ここで言う「成人１人５００円」とは、１作品１回上映に対する成人の観覧料です。
３．確約書の提出について
各実施会場は、本事業が採択された場合は、令和４年７月末日までに、様式２「優秀映画鑑賞推進事
業実施確約書」を上記「実行委員会規約・名簿」と併せて本事業委託業者へ送付してください。
４．映画フィルム転送通知及び映画フィルムの運送について
各実施会場は、本事業に係る上映が終了したときは、すみやかに様式３「映画フィルム転送通知書」
を本事業委託業者へ送付してください。フィルムの破損があった場合は、必ず転送通知書に記入するよ
うにしてください。
※ 本事業に係る映画フィルムの運送については、新年度予算成立後、国立映画アーカイブと運送業者（令
和３年度 ヤマト運輸株式会社）との間で契約し、運送費は国立映画アーカイブが負担します。
また、映画フィルムの運送については、運送業者の指示に基づき、各実施会場の最寄りの運送業者の営
業所（運送業者が委託契約をしている業者がある地域にあっては、当該委託業者。
）から集荷・配送され、
配送伝票についても、原則として当該営業所担当者が持参します。営業所担当者の錯誤等、何らかの事由
により配送伝票が持参されない場合等は、契約の趣旨（国立映画アーカイブが運送費をすべて負担するこ
と）を担当者に周知し、誤って運送費を支払う・着払いで発送する等がないよう、各実施会場においても
所属職員に周知徹底をお願いします。
（ただし、運送業者が委託する業者が集荷・配送する地域においては、
その取り扱いが若干異なる場合があるので、本事業委託業者との連絡を密にして、遺漏のないようお願い
します。
）

５．映画フィルムの取り扱いについて
様式２「優秀映画鑑賞推進事業実施確約書」の別紙「優秀映画鑑賞推進事業遵守事項」第８に規定す
る「フィルム取り扱い注意事項」等については、添付資料４「フィルムの映写と取り扱いに関する主催
者へのお願い」
（標題の文書及び文書①～④）のうち、文書②「フィルム取り扱い注意事項」を除き、
すべて運送される映画フィルムの各作品の１缶（巻）目に封入されているので、実際に映画フィルムを
取り扱う映写技師等との間で確認してください。
文書②については、事前に主催者から映写技師に記入していただくよう、お早めにご依頼ください。
上映後は、映写技師に文書①「フィルム巡回先リスト」及び文書③「上映報告書」を記入してもらうよ
う周知してください。
また、フィルムの破損等の映写事故については、すみやかに「主催者へのお願い」及び文書④「事故
報告書」に図示している経路に従って、連絡してください。
（フィルムの状態については、国立映画ア
ーカイブで作成する「令和４年度優秀映画鑑賞推進事業 プリント報告書」をフィルム缶に同封します。
）
文書①～④はすべて、フィルム缶に再封入して、返送をお願いします。
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６．『鑑賞の手引』等の発送について
本事業の上映作品を解説したパンフレット『鑑賞の手引』は、希望部数に応じて各実施会場に直接送
付します（上限５００部）。この『鑑賞の手引』は、令和４年６月中旬以降に、運送業者から各実施会
場に発送する予定です。また、フィルムの搬送表、作品別梱包数等一覧表は、６月中にメールにて各会
場に送付する予定です。
７．広報印刷物の作成について
① 各主催者が作成する広報印刷物（チラシ等）には下記を明記することとし、完成次第、本事業委託
業者へ１０部を送付してください。
主

催： 各主催団体 ／国立映画アーカイブ

特別協力： 文化庁／（社）日本映画製作者連盟／全国興行生活衛生同業組合連合会
② ➀の国立映画アーカイブの名の広報媒体等への記載にあたっては、添付資料６「広報媒体等へのロゴ
の記載について【留意事項】
」に基づき、ロゴもあわせて記載をお願いいたします。
③ 広報印刷物に使用する各作品のスチル写真は、様式２「優秀映画鑑賞推進事業実施確約書」の提出
後、本事業委託業者より各実施会場にデータで提供いたします。なお、
『鑑賞の手引』に掲載されてい
る当該作品の写真を、原稿として使用することも可能です。
８．本事業の実施報告について
① 本事業に係る上映がすべて終了したときは、終了後３週間以内に様式４「令和４年度優秀映画鑑賞
推進事業実施報告書」を本事業委託業者に送付してください。
「令和４年度優秀映画鑑賞推進事業実
施報告書」の書式は、６月中に本事業委託業者より都道府県担当者へ送付（データ送信）いたします。
② 本事業の今後の参考に資するため、各実施会場でアンケート（様式４別紙「映画をご覧になられた
方へのアンケート」
）を取ってください。なお、様式４の報告書にはこのアンケートの集計表のみを
添付し、主要意見については同報告書４「意見・感想等」欄か別紙に記載してください。
９．本事業の外部委託について
本事業は、フィルム提供に係る業務（購入、検品、補修、保存庫よりの搬出入及び著作権者等からの
権利クリア）以外は、外部業者に業務委託をしています。
国立映画アーカイブからの各種文書は、本事業委託業者より送付します。また、上記の様式２「優秀
映画鑑賞推進事業実施確約書」、様式３「映画フィルム転送通知書」、様式４「令和４度優秀映画鑑賞
推進事業実施報告書」及び添付資料は、すべて本事業委託業者へ送付してください。なお、本事業の運
営に係る事務連絡も、すべて本事業委託業者を窓口として行います。
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添付資料２（参照）
令和４年度優秀映画鑑賞推進事業進行表
委託業者=株式会社オーエムシー
（令和５年度は未定）

国立映画アーカイブ

都道府県担当者

主催団体（会場）担当者

委託業者

各都道府県担当課の本件事業担当者

公立文化施設等事業実施会場担当者

事業詳細資料を受領

事業の実施について検討

（照会文書、実施細目等）

令和３年

照会文書送付

11 月
12 月～
回答書提出〆切

令和 4 年
1月

実施希望照会～事業完了まで

回答書受領

１月２０日
木曜日【必着】

公立文化施設・

事業の実施について

市町村教育委員会等へ連絡

委員会で検討

回答書を㈱オーエムシーへ提出

回答書を都道府県へ提出

公立文化施設・市町村教育委員会
から提出された回答を取りまとめ、
プログラム及び日程を調整後、委託
業者へ提出

・プログラム及び日程は必ず第３希望まで
記入する。
・会場図面を添える

取りまとめ

１月～2 月

事前通知を受領

２月～3 月
事前通知送付

事前通知を受領

公立文化施設・
市町村教育委員会等へ連絡
事前通知を受けて微調整

決定通知を受領

３月～4 月
決定通知送付

公立文化施設・

決定通知を受領

市町村教育委員会等へ連絡

６月

フィルム搬送表送付

フィルム搬送表等を受領

主催団体（会場）
へ、メールにて送付

へ送付
鑑賞の手引送付

７月

実施確約書、

実施確約書等

鑑賞の手引を受領

鑑賞の手引１冊を参考資料
として受領

◎鑑賞の手引は宣伝素材として使用可

委員会規約（様式１）、実施確約書
（様式２）等を、委託業者へ提出

委員会規約受領

◎広報用写真データは、確約書提出後
受領可

提出〆切

広報印刷物（チラシ）の作成等、
事業実施準備

事業の実施 令和４年７月２０日（水）～令和５年 3 月 5 日（日）
実施後
実施報告書
提出〆切

映画フィルム転送通知書（様式３）
を、実施後すぐ、委託業者へ提出

映画フィルム転送通知書、
実施報告書等受領

実施報告書（様式４）を、チラシ
10 部とともに、実施後３週間以内に、
委託業者へ提出

（様式１）優秀映画鑑賞推進事業実施委員会規約、名簿

（様式３）映画フィルム転送通知書

（様式２）優秀映画鑑賞推進事業実施確約書/（別紙）遵守事項

（様式４）令和３年度優秀映画鑑賞推進事業実施報告書

各書式は、優秀映画鑑賞推進事業＜http://www.omc.co.jp/film/＞（株式会社オーエムシーHP）よりダウンロード可※11 月下旬頃更新予定

令和４年度プログラムリスト

（全23番組、92作品）

添付資料３

＊題名横の註はサウンド情報。*はモノラル（濃淡型）、**はドルビー（ステレオ／SR)、***はドルビーデジタル（SR-D）。

Aプログラム
日本映画を代表する溝口健二監督と近年海外での評価が高まっている清水宏の2作品を紹介。
浪華悲歌（1936年・溝口健二・第一映画・72分）出演＝山田五十鈴、梅村蓉子、進藤英太郎
西鶴一代女（1952年・溝口健二・新東宝＝児井プロ・136分）出演＝田中絹代、三船敏郎、宇野重吉
風の中の子供（1937年・清水宏・松竹・86分）出演＝河村黎吉、吉川満子、葉山正雄、爆彈小僧
蜂の巣の子供たち（1948年・清水宏・蜂の巣映画部・84分）出演＝島村俊作、夏木雅子、御庄正一

Bプログラム
世界の映画史に大書される巨匠の小津安二郎監督が親と子の関係を静かに見つめた、戦後の代表作を紹介。
麦秋（1951年・小津安二郎・松竹・125分）出演＝原節子、笠智衆、杉村春子
東京物語（1953年・小津安二郎・松竹・136分）出演＝原節子、笠智衆、東山千栄子
彼岸花（1958年・小津安二郎・松竹・118分）出演＝佐分利信、有馬稲子、山本富士子
秋刀魚の味（1962年・小津安二郎・松竹・113分）出演＝岩下志麻、笠智衆、岡田茉莉子

Cプログラム
人間の善と悪、大胆な構成と躍動感あふれる演出で描き続け、世界中の映画人と観客を魅了した黒澤明監督の傑作を紹介。

わが青春に悔なし（1946年・黒澤明・東宝・110分）出演＝原節子、藤田進、大河内伝次郎、杉村春子
酔いどれ天使（1948年・黒澤明・東宝･98分）出演＝志村喬、三船敏郎、木暮実千代
用心棒（1961年・黒澤明・東宝＝黒澤プロ･110分）出演＝三船敏郎、仲代達矢、山田五十鈴、司葉子
天国と地獄（1963年・黒澤明・東宝＝黒沢プロ・143分）出演＝三船敏郎、仲代達矢、香川京子、山崎努

Dプログラム
男女の心のあやを冷徹な視線で描写した成瀬巳喜男監督と、叙情的な作風で多くの観客を魅了した木下惠介監督の作品を紹介。

めし（1951年・成瀬巳喜男・東宝･97分）出演＝上原謙、原節子、島崎雪子
流れる（1956年・成瀬巳喜男・東宝・116分）出演＝田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、杉村春子
二十四の瞳（1954年・木下惠介・松竹・155分）出演＝高峰秀子、月丘夢路、田村高広
野菊の如き君なりき（1955年・木下惠介・松竹・92分）出演＝有田紀子、田中晋二、田村高広

Eプログラム
近代日本の光と影を情感ゆたかに描いた今井正と、才気あふれる作風で日本映画の刷新を試み続けた市川崑の代表作を紹介。

にごりえ（1953年・今井正・文学座ほか・130分）出演＝丹阿弥谷津子、久我美子、淡島千景
純愛物語（1957年・今井正・東映・130分）出演＝江原真二郎、中原ひとみ、岡田英次
東京オリンピック（1965年・市川崑・東京オリンピック映画協会・169分）記録映画
細雪（1983年・市川崑・東宝・140分）出演＝佐久間良子、吉永小百合、古手川祐子、伊丹十三

Fプログラム
戦中派の屈折を活劇に昇華させた異才・岡本喜八と、独自の映像美学で熱狂的なファンを生んだ鬼才･鈴木清順の作品を紹介。

けんかえれじい（1966年・鈴木清順・日活・86分）出演＝高橋英樹、浅野順子、川津祐介
東京流れ者（1966年・鈴木清順・日活・82分）出演＝渡哲也、松原智恵子、川地民夫
独立愚連隊（1959年・岡本喜八・東宝・108分）出演＝佐藤允、雪村いづみ、中丸忠雄
日本のいちばん長い日（1967年・岡本喜八・東宝・157分）出演＝三船敏郎、笠智衆、松本幸四郎
1

Gプログラム
1960年前後に登場した、戦後の若き映画監督たちによる革新的な作品群を紹介。
豚と軍艦（1961年・今村昌平・日活）出演＝長門裕之、吉村実子、南田洋子
情炎（1967年・吉田喜重・現代映画社・97分）出演＝岡田茉莉子、木村功、高橋悦史、しめぎしがこ
少年（1969年・大島渚・創造社＝ATG・9７分）出演＝渡辺文雄、小山明子、阿部哲夫、木下剛志
心中天網島（1969年・篠田正浩・表現社＝ATG・103分）出演＝中村吉右衛門、岩下志麻、滝田裕介

Hプログラム
1980年代以降、日本映画の顔として活躍してきた監督たちの意欲作を紹介。
転校生（1982年・大林宣彦・日本テレビ放送網＝ATG・113分）出演＝小林聡美、尾美としのり
ロックよ、静かに流れよ**（1988年・長崎俊一・東宝他・100分）出演＝岡本健一、高橋一也、前田耕陽
櫻の園（1990年・中原俊・ニュー・センチュリー・プロデューサーズ＝サントリー・96分）出演＝中島ひろ子、つみきみほ、白島靖代

お引越し（1993年・相米慎二・読売テレビ放送・124分）出演＝田畑智子、中井貴一、桜田淳子

Iプログラム
1990年代以降に登場した自主映画出身の監督たちが軽快に描く、”熱中する人々”への人生讃歌。
Shall we ダンス?**（1996年・周防正行・大映＝日本テレビ放送網＝博報堂他・136分）出演＝役所広司、草刈民代、竹中直人
がんばっていきまっしょい**（1998年・磯村一路・フジテレビ＝ポニーキャニオン＝アルタミラピクチャーズ・119分）出演＝田中麗奈、清水真実、中嶋朋子

キツツキと雨***（2011年・沖田修一・「キツツキと雨」製作委員会・128分)出演＝役所広司、小栗旬、高良健吾、山﨑努
死に花***（2004年・犬童一心・「死に花」製作委員会・120分）出演＝山崎努、宇津井健、青島幸男、谷啓、松原智恵子

Jプログラム
1990年代以降に日本映画の新たな顔として活躍を続ける監督たちが描く、様々な家族のドラマ。
愛を乞うひと**（1998年・平山秀幸・東宝＝角川書店＝サンダンス・カンパニー・135分）出演＝原田美枝子、中井貴一、國村隼、うじきつよし

GO**（2001年・行定勲・「GO」製作委員会・123分）出演＝窪塚洋介、柴咲コウ、大竹しのぶ、山崎努
ゆれる**（2006年・西川美和・「ゆれる」製作委員会・119分 ）出演＝オダギリジョー、香川照之、伊武雅刀、真木よう子

幻の光（1995年・是枝裕和・テレビマンユニオン・109分）出演＝江角マキコ、浅野忠信、内藤剛志、木内みどり

Kプログラム
岸惠子、吉永小百合、佐久間良子、岩下志麻──大女優の若き姿を、文芸映画を通して紹介。
雪国（1957年・豊田四郎・東宝・133分）出演＝岸惠子、池部良、八千草薫、久保明
伊豆の踊子（1963年・西河克己・日活・87分）出演＝吉永小百合、高橋秀樹、南田洋子、浪花千栄子
五番町夕霧楼（1963年・田坂具隆・東映・137分）出演＝佐久間良子、河原崎長一郎、木暮実千代
五瓣の椿（1964年・野村芳太郎・松竹・163分）出演＝岩下志麻、田村高広、伊藤雄之助

Lプログラム
池部良、石原裕次郎、三船敏郎、中村錦之助──個性豊かな男優たちの魅力があふれる作品を紹介。
暁の脱走（1950年・谷口千吉・新東宝・110分）出演＝池部良、山口淑子、小沢栄
嵐を呼ぶ男（1957年・井上梅次・日活・100分）出演＝石原裕次郎、北原三枝、芦川いづみ、金子信雄
隠し砦の三悪人（1958年・黒澤明・東宝・138分）出演＝三船敏郎、上原美佐、藤田進
反逆児（1961年・伊藤大輔・東映・110分）出演＝中村錦之助、桜町弘子、月形龍之介
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Mプログラム
見るものを惹きつけて止まない異端のヒーローたち。シリーズ化やリメイクにより、時代を超越するキャラクターの作品を紹介。

次郎長三国志（1963年・マキノ雅弘・東映・102分）出演＝鶴田浩二、松方弘樹、佐久間良子
網走番外地（1965年・石井輝男・東映・91分）出演＝高倉健、丹波哲郎、田中邦衛、嵐寛寿郎
沓掛時次郎 遊俠一匹（1966年・加藤泰・東映・90分）出演＝中村錦之助、池内淳子、渥美清
人生劇場

飛車角と吉良常（1968年・内田吐夢・東映・109分）出演＝鶴田浩二、高倉健、辰巳柳太郎

Nプログラム
終戦直後の混乱のなかで、古き時代への悔恨と新しい時代に向けた希望を映し出した力作を紹介。
戦争と平和（1947年・山本薩夫、亀井文夫・東宝・100分）出演＝池部良、岸旗江、伊豆肇
安城家の舞踏会（1947年・吉村公三郎・松竹・89分）出演＝原節子、滝沢修、森雅之
青い山脈／続 青い山脈（1949年・今井正・藤本プロ＝東宝・計172分）出演＝原節子、杉葉子、池部良
帰郷（1950年・大庭秀雄・松竹・104分）出演＝佐分利信、木暮実千代、津島恵子

Oプログラム
戦後の混乱を乗り越え、復興の時を迎えた日本に生きる様々な家族や夫婦の姿を描いた作品を紹介。
煙突の見える場所（1953年・五所平之助・新東宝＝スタジオ8プロ・108分）出演＝田中絹代、上原謙、高峰秀子、芥川比呂志

この広い空のどこかに（1954年・小林正樹・松竹・109分）出演＝佐田啓二、久我美子、高峰秀子
名もなく貧しく美しく（1961年・松山善三・東京映画・129分）出演＝高峰秀子、小林桂樹、島津雅彦
裸の島（1960年・新藤兼人・近代映画協会・96分）出演＝乙羽信子、殿山泰司、田中伸二

Pプログラム
阪妻、長谷川一夫、右太衛門、千恵蔵、月形──定番時代劇の醍醐味を存分に発揮した時代劇スター競演の作品を紹介。

大江戸五人男（1951年・伊藤大輔・松竹・132分）出演＝阪東妻三郎、市川右太衛門、山田五十鈴
銭形平次捕物控

からくり屋敷（1953年・森一生・大映・86分）出演＝長谷川一夫、アチャコ、三浦光子、入江たか子

旗本退屈男（1958年・松田定次・東映・108分）出演＝市川右太衛門、桜町弘子、片岡千恵蔵
赤穂浪士（1961年・松田定次・東映・151分）出演＝片岡千恵蔵、大川橋蔵、月形龍之介、市川右太衛門

Qプログラム
風俗喜劇に重喜劇、ユーモアあふれるコメディ──さまざまな笑いで見るものを楽しませてきた喜劇映画の代表作を紹介。

本日休診（1952年・渋谷実・松竹・97分）出演＝柳永二郎、淡島千景、三国連太郎
幕末太陽傳（1957年・川島雄三・日活・110分）出演＝フランキー堺、左幸子、南田洋子
貸間あり（1959年・川島雄三・宝塚映画・112分）出演＝、フランキー堺、淡島千景、乙羽信子
喜劇 女は男のふるさとヨ（1971年・森崎東・松竹・90分）出演＝森繁久弥、中村メイコ、倍賞美津子

Rプログラム
日本映画の量産時代に登場した監督たちが、喜劇映画のなかで新たな挑戦を試みた秀作を紹介。
おかしな奴（1963年・沢島忠・東映・110分）出演＝渥美清、三田佳子、南田洋子
喜劇 急行列車（1967年・瀬川昌治・東映・90分）出演＝渥美清、佐久間良子、小沢昭一
吹けば飛ぶよな男だが（1968年・山田洋次・松竹・91分）出演＝なべおさみ、緑魔子、犬塚弘
あゝ軍歌（1970年・前田陽一・松竹・89分）出演＝フランキー堺、財津一郎、倍賞千恵子
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Sプログラム
軽やかなリズムと華やかな色彩にのせて、歌と笑いと夢にあふれた音楽・歌謡映画の決定版を紹介。
エノケンの頑張り戦術（1939年・中川信夫・東宝・74分）出演＝榎本健一、如月寛多、柳田貞一
大当り三色娘（1957年・杉江敏男・東宝・94分）出演＝美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ
ニッポン無責任時代（1962年・古澤憲吾・東宝・86分）出演＝植木等、ハナ肇、谷啓
君も出世ができる（1964年・須川栄三・東宝・100分）出演＝フランキー堺、高島忠夫、雪村いづみ

Tプログラム
純情と獰猛さが入り混じった青春の一瞬を、気鋭の監督たちが鮮やかに捉えた青春映画、恋愛映画の秀作を紹介。
めぐりあい（1968年・恩地日出夫・東宝・91分）出演＝酒井和歌子、黒沢年男、田村亮
八月の濡れた砂（1971年・藤田敏八・日活・91分）出演＝村野武範、広瀬昌助、テレサ野田
伊豆の踊子（1974年・西河克己・東宝＝ホリプロ・82分）出演＝山口百恵、三浦友和、中山仁
忍ぶ川（1972年・熊井啓・俳優座映画放送・120分）出演＝加藤剛、栗原小巻、永田靖、信欽三

Uプログラム
社会派ミステリーや権力者の不正、冤罪問題など、名匠たちが丹精こめて作り上げた力作を紹介。
真昼の暗黒（1956年・今井正・現代ぷろ・124分）出演＝草薙幸二郎、松山照夫、左幸子
張込み（1958年・野村芳太郎・松竹・116分）出演＝大木実、宮口精二、高峰秀子、田村高広
悪い奴ほどよく眠る（1960年・黒澤明・東宝＝黒沢プロ・151分）出演＝三船敏郎、森雅之、香川京子
飢餓海峡（1964年・内田吐夢・東映・183分）出演＝三国連太郎、左幸子、伴淳三郎

Vプログラム
時代を超えて読み継がれる児童文学の名作や人気漫画を、豊かな情感と奔放な想像力で映画化した4作品を紹介。
あすなろ物語（1955年・堀川弘通・東宝・108分）出演＝久保明、岡田茉莉子、根岸明美
次郎物語（1987年・森川時久・西友＝学習研究社＝キネマ東京・110分）出演＝加藤剛、高橋恵子、伊勢将人、樋口剛嗣
風の又三郎

ガラスのマント**（1989年・伊藤俊也・朝日新聞社＝東急エージェンシー＝日本ヘラルド映画・107分）出演＝早勢美里、小林悠、草刈正雄

少年時代（1990年・篠田正浩・「少年時代」製作委員会・117分）出演＝岩下志麻、細川俊之、藤田哲也

Wプログラム
今や日本文化の顔となったアニメーション映画。日本アニメの歴史を画した劇場用長篇映画の代表作を紹介。
西遊記（1960年・藪下泰司、手塚治虫、白川大作・東映動画・88分）

太陽の王子

声の出演＝小宮山清、新道乃里子、木下秀雄

ホルスの大冒険（1968年・高畑勲・東映動画・82分）声の出演＝大方斐紗子、平幹二朗、市原悦子

長靴をはいた猫（1969年・矢吹公郎・東映動画・80分）声の出演＝石川進、藤田淑子、榊原ルミ
銀河鉄道の夜**（1985年・杉井ギサブロー・朝日新聞社＝テレビ朝日＝日本ヘラルド映画グループ・107分）声の出演＝田中真弓、坂本千夏、常田富士男
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ୗグసရ䛻ヱᙜ䛩䜛ሙྜ䚸⏝䛩䜛ᫎᶵ⨨䛾☜ㄆ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䝥䝸䞁䝖䛜䝖䝸䜰䝉䝔䞊䝖䠄TAC䠅䝧䞊䝇䛷䛩䚹ษ䜜䜔䛩䛔䛯䜑䚸ᫎᶵ䛾㏦䜚ฟ䛧
䜔ᕳ䛝ྲྀ䜚䛾䝔䞁䝅䝵䞁䠄䝤䝺䞊䜻䠅䛻ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᑠ䛥䛺䝁䜰䛿㈇Ⲵ䛜䛛䛛
䜚ษ᩿䛧䜔䛩䛔䛾䛷⏝䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹

䛄䜟䛜㟷䛻䛔䛺䛧䛅䠄㻯䝥䝻䜾䝷䝮䠅
䛄㇜䛸㌷Ⰴ䛅㻔㻳䝥䝻䜾䝷䝮㻕

㻴䝥䝻㻦䛄䝻䝑䜽䜘䚸㟼䛛䛻ὶ䜜䜘䛅㻔㻰㻻㻸㻙㻿㼀䠅
㻵䝥䝻㻦䛄䜻䝒䝒䜻䛸㞵䛅䛄Ṛ䛻ⰼ䛅㻔㻰㻻㻸㻙㻰䠅䚸䛄㻿㼔㼍㼘㼘㼘㻌㼣㼑
㼑㻌䝎
䝎
䞁䝇㻫䛅䛄䛜䜣䜀䛳䛶䛔䛝䜎䛳䛧䜗䛔䛅䠄㻰㻻㻸㻙㻿㻾䠅
㻶䝥䝻㻦䛄ឡ䜢ஒ䛖䜂䛸䛅䛄㻳㻻䛅䛄䜖䜜䜛䛅㻔㻰㻻㻸㻙㻿㻾䠅
㼂䝥䝻㻦䛄㢼䛾ཪ୕㑻
㑻䚷䜺䝷䝇䛾䝬䞁䝖䛅䠄㻰㻻㻸㻙㻿㼀䠅
㼃䝥䝻㻦䛄㖟Ἑ㕲㐨䛾ኪ䛅䠄㻰㻻㻸㻙㻿㼀䠅

䝗䝹䝡䞊䝃䜴䞁䝗䛾䝥䝸䞁䝖䛷䚸DOL-ST䠄䝗䝹䝡䞊䝇䝔䝺䜸䠋䝗䝹
䝡䞊A䝍䜲䝥䠅䚸DOL-SR䠄䝗䝹 䝡䞊SR䠅䚸DOL-D䠄䝗䝹䝡䞊䝕䝆䝍䝹䠋
SRD䠅䛾3✀㢮䛒䜚䜎䛩䚹
DOL-D䛿䚸DOL-SR䛷䜒⏕ྍ⬟䛷䛩䚹
*䛄䜻䝒䝒䜻䛸㞵䛅䛾SR䛿䝅䜰䞁䝎䜲䝖䝷䝑䜽䠄䝺䝑䝗LED䝷䞁䝥䛷⏕䠅䚹

䖃䝖䝷䝤䝹䛾䛺䛔ୖᫎ䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᫎᶵ䛸䝣䜱䝹䝮䛾๓䝏䜵䝑䜽䛜㔜せ䛷䛩䚹
䐟䝣䜱䝹䝮䛾≧ែ
ᕠᅇୖᫎ䛾䛯䜑䚸䝣䜱䝹䝮䛾≧ែ䛜ᝏ䛔ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹᪩䜑䛻☜ㄆ䜢䛧䚸ᚲせ䛺⿵ಟ䜢⾜䛺䛘䜛䜘䛖ணᐃ䜢䛯䛶䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䐠ᫎᶵ䛸㡢㡪ᶵჾ
䝥䝻䜾䝷䝮సရ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ㄪᩚ䛥䜜䛯ᫎᶵ䛷䛾ᫎ䚸㡢䛾⏕䛻䛿ၥ㢟䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䝷䞁䝥䛾ග㔞䜔䚸䜰䞁䝥䞉䝇䝢䞊䜹䞊䜒ྵ䜑䛯㡢㡪ᶵჾ䛾ලྜ䜒ୖᫎ䛻ᙳ㡪䛧䜎䛩䛾䛷䚸
ᫎᢏᖌ䜔タᢸᙜ⪅䜈䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹ୖᫎሙ䛷๓䛻ୖᫎ䝏䜵䝑䜽䜢⾜䛖䛣䛸䜢᥎ዡ䛧䜎䛩䚹
䖃ୖᫎᚋ䛾☜ㄆ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
ୖᫎᚋ䚸ᫎᢏᖌ䛻䝣䜱䝹䝮䛾㉮⾜䛺䛹ၥ㢟䛜䛺䛛䛳䛯䛛䛹䛖䛛䚸☜ㄆ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ᨾ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䚸᪩ᛴ䛻㻻㻹㻯䜈䛤ሗ࿌䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯ᫎᢏᖌ䛻ᨾሗ࿌᭩䜢䛤グධ䛔䛯䛰䛝䚸
ሗ࿌᭩䜢᪩ᛴ䛻ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤┦ᶍཎศ㤋䜈䚸㻲㻭㼄䛷䛚㏦䜚䛟䛰䛥䛔䚹
䠘ᫎᨾ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛾㐃⤡⤒㊰䠚

ᫎᢏᖌ
ᢏᖌ

☜ㄆ
☜ㄆ

ദ⪅

ḟᅇୖᫎ
ḟᅇୖᫎሙ䜈㏻▱
ḟᅇୖᫎሙ

ሗ࿌

OMC

ሙ䜈㏻▱

ᨾሗ࿌᭩䐢䜢FAX
䠄042-757-4449䠅
☜ㄆ
☜ㄆ
ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤
ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤

䈜ᨾ䛾≧ἣ䛜ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯ሙྜ䚸ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤䛛䜙ᫎᢏᖌ䜈┤᥋㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩
┤᥋㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚
᥋㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜

䖃ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤┦ᶍཎศ㤋
㟁ヰ䠖㻜㻠㻞㻙㻣㻡㻤㻙㻜㻝㻞㻤㻌㻲㻭㼄䠖㻜㻠㻞㻙㻣㻡㻣㻙㻠㻠㻠㻥䠄ⅆ䡚㔠᭙᪥䠅ᢸᙜ䠖ᑠᕝ䞉⊦⫤
䖃㻻㻹㻯䠄௧䠏ᖺᗘጤクᴗ⪅䠅䈜௧䠐ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿ᮍᐃ
㟁ヰ䠖㻜㻟㻙㻡㻟㻢㻞㻙㻜㻝㻞㻜䠄᭶䡚㔠᭙᪥䠅ᢸᙜ䠖ᮒ㞛䞉㏆⸨
㻌㻝

䝥䝸䞁䝖ሗ࿌᭩
䐟䝣䜱䝹䝮ᕠᅇඛ䝸䝇䝖䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠘ᫎᢏᖌ䛾᪉䜈䠚ᚲ䛪䛤グධ䛟䛰䛥䛔
సရྡ䠖

㉥✑ᾉኈ

ᕠᅇሙ
ᨾሗ࿌䛒䜚䠋䛺䛧

᪥

ୖᫎሙ

䈜䛒䜚䛾ሙྜ䠖
䐢ᨾሗ࿌᭩䛻グධ䛾䛖䛘䚸ᅜ
❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤䛻ሗ࿌

ᫎᢸᙜᅋయྡ

ᫎᢏᖌྡ

䠄䠅㻞㻜㻞㻞㻌㻛㻣㻛㻞㻜

ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤

䛺䛧

䚽䚽ᫎീ䝉䞁䝍䞊

ᒣ⏣䚽ኵ

ぢᮏ
ͤ䛣䛾⏝⣬䛿䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝔䝘䛻ྠᑒ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ᫎᢏᖌᵝ䛻䛤グධ䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛚ఏ䛘䛟䛰䛥䛔䚹

䖃ᫎ≧ἣ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤䜎䛯䛿ጤクᴗ⪅䜘䜚ᫎᢏᖌ䜈┤᥋䛤㐃⤡䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛟ሙྜ䜒䛤
䛦䛔䜎䛩䛾䛷䚸䛤ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹
䖃⏝⣬䐟䐠䐡䜢䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝔䝘䛾୰䛻୍⥴䛻ධ䜜䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䐟䛿㻝ᯛ䛾䜏䠄ྛ⮬グධ䠅䚹䐠䐡䛿ୖᫎሙ䛻䛴䛝㻝ᯛ䛪䛴グධ䛧䚸ᙜ䜽䝸䜰䝣䜷䝹䝎䠄᭱ᚋᑿ䠅䛻ධ䜜䛶䛤㏉㏦䛟䛰䛥䛔䚹
䐟䠖䝣䜱䝹䝮ᕠᅇඛ䝸䝇䝖
䐠䠖䝣䜱䝹䝮ྲྀᢅ䛔ὀព㡯
䐡䠖ୖᫎሗ࿌᭩䠄㠃䠖䐢ᨾሗ࿌᭩䠅

㻞

ᫎᢏᖌ⾜䛝䠄ぢᮏ䠅䚷䚷
¢௹ೄ֭ሑַ£؊בؕؠטᇨആՔಀ಼֪֘ࢭ಼ਙ౧֪॰ႡՒാ֖֥փׇ֞֟օ։ဍ֖֎֟֔փՓ

ғ؊ؕؠטփಈஶӠఢ֪ᅢ֙֓॰Ⴁ֎֟֔փՓ
वӱ
ࢭ಼ਙ౧֮Ւऀ؊ؕؠטփಈஶב։ၥ֭־օև௬ጡ֖֭בפל֪פؑפלՒଢ଼֪ാב։৪փփֽ֖֞֘Փ
פל

ӻӸऀ֪ड़ဴ֘එࢭఢᆀց֊॰Ⴁ֖Ւᅢጅ֩മᅏבப֢֥֎֟֔փՓ
䝥䝸䞁䝖䛜䝖䝸䜰䝉䝔䞊䝖䠄TAC䠅䝧䞊䝇䛷䛩䚹ษ䜜䜔䛩䛔䛯䜑䚸ᫎᶵ䛾㏦䜚ฟ䛧䜔ᕳ䛝ྲྀ䜚䛾䝔䞁䝅䝵䞁
䠄䝤䝺䞊䜻䠅䛻ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᑠ䛥䛺䝁䜰䛿㈇Ⲵ䛜䛛䛛䜚ษ᩿䛧䜔䛩䛔䛾䛷⏝䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹

ըฬണ֪ऽ֖֩թӡԍ،؞ץآ
ؕӢըၶ્֧թӲԑ،ؕ؞ץآӴ

䝗䝹䝡䞊䝃䜴䞁䝗䛾䝥䝸䞁䝖䛷䚸㻰㻻㻸㻙㻿㼀䠄䝗䝹䝡䞊䝇䝔䝺䜸䠋䝗䝹䝡䞊㻭䝍䜲䝥䠅䚸㻰㻻㻸㻙㻿㻾䠄䝗䝹 䝡䞊㻿㻾䠅䚸
㻰㻻㻸㻙㻰䠄䝗䝹䝡䞊䝕䝆䝍䝹䠋㻿㻾㻰䠅䛾㻟✀㢮䛒䜚䜎䛩䚹㻰㻻㻸㻙㻰䛿䚸㻰㻻㻸㻙㻿㻾䛷䜒⏕ྍ⬟䛷䛩䚹
㻖䛄䜻䝒䝒䜻䛸㞵䛅䛾㻿㻾䛿䝅䜰䞁䝎䜲䝖䝷䝑䜽䠄䝺䝑䝗㻸㻱㻰䝷䞁䝥䛷⏕䠅䚹

Ԓ،آԄըׇפآՒอ֊֪ጺׇթӲԎԞԙӷԢԣӢ
Ԕ،آԄը֧עעթը֪चթӲԎԞԙӷԎӢՒ
ըԢԸԱՀՀӨՋԵӨبԉթը֥֢֯גփֽ֢֖׆փթ
ӡԎԞԙӷԢԡӢ
ԕ،آԄըב୨օֱ֧թըԑԞթըׅթӲԎԞԙӷԢԡӢ
ԥ،آԄըᆭ֭ቦూᎤӠب֭ؓ؞סթӡԎԞԙӷԢԣӢ
Ԧ،آԄըઠओၗ֭ኻթӡԎԞԙӷԢԣӢ

פל

䜰䝘䝻䜾䝇䝔䝺䜸䠄㻰㻻㻸㻙㻿㼀䠅

䝕䝆䝍䝹䠄㻿㻾㻰䠅

」ᩘ䛾㡢䛜䝭䝑䜽䝇䛥䜜䛶䛔䜛
䝅䞊䞁䛷2ᮏ䛾䝰䝆䝳䝺䞊䝅䝵䞁
䛜㐪䛖Ἴᙧ䛾⟠ᡤ䛜䛒䜜䜀䚸

䝟䞊䝣䜷䝺䞊䝅䝵䞁䛾㛫䛻䚸5.1
䝏䝱䞁䝛䝹䛾䝕䝆䝍䝹㡢ኌಙྕ
䜢↝䛝䛴䛡䛶䛔䜛䚹

ӼӸඑࢭ،֭ب؟॰Ⴁ
،֭ب؟ඡӡ،ץبי؞ᆪ֩֨Ӣ֮Ւඑࢭ֪॰Ⴁ֖֥֎֟֔փՓലषඑࢭ֭֞׀Ւ؊ء՛֥ؕ֙փ֞Ւ՛،֭ശጫ࠵փईႷต
ցֽ֘Փ
ශ֞֩ץبעؤӡውӢ֮ဇᆑ֖֩փ֦֎֟֔փՓௗ،֭ؕ؞ץآ،֪֮ب؟ᅢጅցגֽ֚Փ
ӻ؟՛֏֣֪֩ؠ֮՛،בყ֖֥֣֩փ֦֎֟֔փՓශ֞֩،בי؞ႚ֩փ֦֎֟֔փՓ
बኜב㕱ׁؓרጜ֧֔֩փ֦֎֟֔փՓֿבၜ֮֙ؓר֖֞נՒಈሇெിӡඑࢭሇெിጮӢ֪ጫዡבఐ֖Ւבؓר֖֞נᆋ֥ᇪ
ਯ֖֥֎֟֔փՓ
؊ؕؠטᅳኜ֪֮ോ֣֩בࣞ׃փׇօ֪ഋᇀ֔֟֎֥֖בփՓבֿ׃ၜ֙ࡽ֣ב֮Ւց؆׃بᅤ֮ౚዿ֚֙Ւ؎՛ኜ
֪՛ؓ؞ץ؊֦ႚ֖֥֎֟֔փՓ
䠘䝣䜱䝹䝮䛻⏝䛷䛝䜛䜒䛾䠚
䕿௬Ṇ䜑⏝⣬䝔䞊䝥䠄⢓╔ຊ䛾ᙅ䛔䝔䞊䝥䠅
䕿䝎䞊䝬䝖䜾䝷䝣䠄䝧䞊䝇㠃䛾䜏ྍ䠅
䕧㣴⏕䝔䞊䝥䠄䛺䜛䜉䛟⏝䛧䛺䛔䠅
䕧䝡䝙䞊䝹䝔䞊䝥䠄䛺䜛䜉䛟⏝䛧䛺䛔䠅

䠘䝣䜱䝹䝮䛻⏝䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䜒䛾䠚
㽢䝫䝇䝍䞊䜹䝷䞊䠄ⓑ䝬䞊䜹䞊䛺䛹䠅
㽢㕲➹䠄䝣䜱䝹䝮㠃䜢๐䜛䠅
㽢✰䛒䛡䝟䞁䝏
㽢䝉䝻䝔䞊䝥

פל

䝎䞊䝬䝖䜾䝷䝣䚹䝧䞊䝇㠃䛾䜏⏝ྍ䚹

䝬䞊䜽䛜ぢ䛵䜙䛔䛸䛝䚸䝎䞊䝬䝖䜾䝷䝣䛾
䛻䚸㯤Ⰽ䝔䞊䝥䜢⏝䛩䜛᪉ἲ䜒䛒䜚䜎䛩䚹

ӽӸࢭ಼։ֲׇ೮ᇩఔ֭॰Ⴁ
࿊ৼӡႩࡴဗבኬശӢ֪ב಼ࢭ֞֔ببؖౚዿ֖֥֎֟֔փՓبיؤ؟՛Ւ،״؞՛့೮ᇩఔׁଙᅢጅ֦֘Փ
ౚዿࢭ಼։ֲׇ೮ᇩఔ֭षببؖႩଈבႚ֖֥֎֟֔փՓ
ببؖಲ౮ႩଈӱӠӠӠӠӠӠႩӠӠӠӠଈӠӠӠӠ
ԋל՛بӡࢭ಼بכתᆪ،بח؟،Ӣ֭ྔธ֥֔փ֊॰Ⴁ֖֥֎֟֔փՓฝඛ֪ၥ־֩փ֧ׯי֞Ւ
ࣿፘ֪ࢬցֽ֘Փ
ౚዿ֘،بח؟،؉՛נ՛ӡԌל՛بӢ֭ඡב॰Ⴁ֖֥֎֟֔փՓᆊભցׯי֧֞Ւࣿፘ֪ࢬցֽ֘Փ
ውב֖֥֒փ಼֮ࢭՒ؊֪ؕؠטᆋཧ֖֩փׇօᆑבᆕ֎Ւֽ֮֞ࢭ಼ྞ֪ውבණ֢֥֎֟֔փՓ

פל

ӾӸඑࢭଢ଼֭ఢ
ᇨആ֖֞؊בؕؠטଭ֪֮֘Ւबኜ֖֩נבփ֦֎֟֔փՓઠ՛،בౚዿׁ֖֞बኜבോ֣֎֧֩֒Ւփ֪ყ֖֥֎֟֔փՓ
එࢭଢ଼֮ৌ֪၍ᆫ֖֥փҒലष๐؟Ӡғ؊ؕؠטփಈஶӡဴዿ౸ӢӠҔඑࢭሇெിӠ֪ႚՔാב։৪փֽ֖֘Փ
ࢭ಼؞؋ؠց֢֞Ւວ਼֪௹ೄַሇெ֖ՒԐԋԧ֪֥ҕಈሇெിӡඑࢭሇெിጮӢבேጵࢭबח՛ינ؋ַຽ֢֥֎֟֔փՓ

ӿӸඑ॰ႡՒפלଢ଼֪ാב։৪փֽ֖֘Փӡᅢ෦Ӣ
Ⴉ

ଈ

႘

സ໔वೂՔཆӱ

ࢭ಼ਙ౧ӱ

ᆊነ֩֓֕փֽ֖֞Ւऀַ֓ᎌጛ֎֟֔փՓ
»ேጵࢭबח՛ינ؋ະኟମᇀӠ
ဃᎭӱӺӾӼӷԁӿԂӷӺӻӼԂӨԐԋԧӱӺӾӼӷԁӿԁӷӾӾӾԃӡऔઞዹ႘Ӣ༶ဴӱ൚๖Քླྀୌ
»ԞԚԍӡ፭Ꭼ㕳Ⴉဗ࡙༛ೄӢÅ፭Ꭼ㕴Ⴉဗ֪֣փ֥֮ቴ࿊
ဃᎭӱӺӽӷӿӽԀӼӷӺӻӼӺӡଈઞዹ႘Ӣ༶ဴӱงՔઝဿ

䛤グධᚋ䚸䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝔䝘ྠᑒ䛾⏝⣬䐡䛸୍⥴䛻䛤㏉༷䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌㻟

䠘ᫎᢏᖌ䛾᪉䜈䠚ᚲ䛪䛤グධ䛟䛰䛥䛔
䐡ୖᫎሗ࿌᭩䠄ඃ⚽ᫎ⏬㚷㈹᥎㐍ᴗ⏝䠅

䝥䝻䜾䝷䝮䛆㻼䛇

㉥✑ᾉኈ

స㻌㻌㻌㻌ရ㻌㻌㻌㻌ྡ䠖
㼇ᫎ᪉ἲ㼉
䖃䠍䝸䞊䝹ᫎ䠖
䠄⦅㞟䠅

䈜᭷䛾ሙྜ䚸ୖᫎᚋ䛻䝸䞊䝎䞊䜢ṇ☜䛻᥋⥆䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䜎䛯䚸᪂䛯䛻⏬㠃䜢䜹䝑䝖䛧䛺䛔䜘䛖䛟䜜䛠䜜䜒䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹

᭷䚷㻌䚷䞉䚷㻌䚷↓

㼇య䛾༳㇟㼉䚷Ẽ䛵䛔䛯Ⅼ䜢䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔
㻌㼇⏬㼉䚷യ䚸ở䜜䚸䝁䝬ⴠ䛱䛺䛹

㻌㼇㡢㼉䚷䝜䜲䝈䛺䛹

ぢᮏ

㼇䝣䜱䝹䝮䛾≧ែ䞉㉮⾜㼉䚷
➨㻌㻝㻌ᕳ

➨㻌㻣㻌ᕳ

➨㻌㻞㻌ᕳ

➨㻌㻤㻌ᕳ

➨㻌㻥㻌ᕳ

➨㻌㻟㻌ᕳ

ͤ䛣䛾⏝⣬䛿䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝔䝘䛻ྠᑒ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
➨㻌㻝㻜㻌ᕳ
ᫎᢏᖌᵝ䛻䛤グධ䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛚ఏ䛘䛟䛰䛥䛔䚹
➨㻌㻡㻌ᕳ
➨㻌㻝㻝㻌ᕳ
➨㻌㻠㻌ᕳ

➨㻌㻢㻌ᕳ
㼇ഛ䚷⪃㼉䚷

➨㻌㻝㻞㻌ᕳ
䈜䝣䜱䝹䝮䛾≧ែ䛜ᝏ䛔⟠ᡤ䚸≧ែ䛺䛹䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔䚹䝣䜱䝹䝮䛾ษ᩿䜔യ䛜ධ䛳䛶䛧䜎䛳䛯ሙྜ䛿㠃䛾䛂ᨾሗ࿌
᭩䛃䛻≧ἣ䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯ษ᩿䛧䛯䝣䜱䝹䝮䛿㠃䛾ᨾሗ࿌᭩䛻㈞䛧䛶㏉༷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

㼇ᫎ⎔ቃ㼉
㻌㻌ᖖタ䚷䞉䚷௬タ㻌䚷䚷䚷䈜䛹䛱䜙䛛䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔

ᫎᶵ䠖
ᫎᶵ䝯䞊䜹䞊ྡ䠋ᆺ␒䠖

䝷䞁䝥㼃ᩘ䠖

๓ᅇ䝯䞁䝔䝘䞁䝇᪥䠖

䚷ᖺ䚷䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷䚷
䚷䜶䜻䝃䜲䝍䞊䝷䞁䝥䚷䞉䚷㻸㻱㻰䚷㻌䠄䝣䜷䝽䞊䝗䝇䜻䝱䞁ᘧ䚷䞉䚷䝸䝞䞊䝇䝇䜻䝱䞁ᘧ䠅

䝃䜴䞁䝗䝸䞊䝎䞊䠖

䈜䛹䛱䜙䛛䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔

䝃䜴䞁䝗䝥䝸䜰䞁䝥䠖
䠄䝥䝻䝉䝑䝃䞊䠅
ୖ䚷ᫎ㻌᪥㻌䠖

㻯㻼㻡㻜䞉㻯㻼㻡㻡䞉㻯㻼㻢㻡䞉㻯㻼㻡㻜㻜䞉㻯㻼㻢㻡㻜䞉䛭䛾䝥䝸䜰䞁䝥䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
䈜䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔

ᖺ
ᖺ
ᖺ

᭶
᭶
᭶

᪥
᪥
᪥

㻌㛤ጞ
㻌㛤ጞ
㻌㛤ጞ

ィ䚷䚷䚷䚷ᅇୖᫎ

㻌㻌㻌ሙ㻌㻌㻌ྡ䠖
ᫎᢏᖌྡ䠖
ᡤᒓ䠖
䖃ୖᫎᚋ䛿 ᚲ䛪ᕳ䛝ᡠ䛧䚸ᕳ㢌䜢䝔䞊䝥䛷␃䜑䚸⿄䛻ධ䜜䛶ᡤᐃ䛾⨁䛻ᡠ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻠

䐢ᨾሗ࿌᭩

䝥䝻䜾䝷䝮䛆㻼䛇
㉥✑ᾉኈ

䖃ᫎᢏᖌ㐃⤡ඛ
䖃ᦆയ⟠ᡤ

䠆㟁ヰ䠖
䠆ᕳᩘ䠖

䠆⟠ᡤ䠖
䠄䠅๓༙

䖃䝣䜱䝹䝮䛾≧ែ

䖃ᨾ䛾ཎᅉ䚷䈜䛺䜛䜉䛟ලయⓗ䛻

ぢᮏ

ͤ䛣䛾⏝⣬䛿䝣䜱䝹䝮䝁䞁䝔䝘䛻ྠᑒ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ᫎᢏᖌᵝ䛻䛤グධ䛔䛯䛰䛟䜘䛖䛚ఏ䛘䛟䛰䛥䛔䚹
䖃ᚋ䛾ᑐ⟇䚷䈜䛺䜛䜉䛟ලయⓗ䛻

䖃ᨾ䛾≧ἣ䜢ᅗ䜔┿䛷ヲ䛧䛟ㄝ᫂䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䝇䝨䞊䝇䛜㊊䜚䛺䛔ሙྜ䛿ู⣬䛷䜒ᵓ䛔䜎䛫䜣䚹
ษ᩿䛧䛯䝣䜱䝹䝮䛿✵䛔䛶䛔䜛䝇䝨䞊䝇䛻㈞䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䠘ᫎᨾ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛾㐃⤡⤒㊰䠚
ḟᅇୖᫎሙ䜈㏻▱

ᫎᢏᖌ

ሗ࿌

ദ⪅

ሗ࿌

OMC

ᫎᢏᖌ䜒䛧䛟䛿ദ⪅䜘䜚
ᨾሗ࿌᭩䐢䜢FAX
䠄042-757-4449䠅
ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤
ᫎ
䜰䞊䜹
䈜ദ⪅䜈䛾ሗ࿌䜢ᚲ䛪⾜䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䛾ሗ࿌䜢ᚲ䛪⾜䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔
䈜ᨾ䛾≧ἣ䛜ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯ሙྜ䚸ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤䛛䜙ᫎᢏᖌ䜈┤᥋㐃⤡䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䖃ᅜ❧ᫎ⏬䜰䞊䜹䜲䝤┦ᶍཎศ㤋䚷䚷
㟁ヰ䠖㻜㻠㻞㻙㻣㻡㻤㻙㻜㻝㻞㻤㻌㻲㻭㼄䠖㻜㻠㻞㻙㻣㻡㻣㻙㻠㻠㻠㻥䠄ⅆ䡚㔠᭙᪥䠅ᢸᙜ䠖ᑠᕝ䞉⊦⫤
䖃㻻㻹㻯䠄௧䠏ᖺᗘጤクᴗ⪅䠅䈜௧䠐ᖺᗘ䛻䛴䛔䛶䛿ᮍᐃ
㟁ヰ䠖㻜㻟㻙㻡㻟㻢㻞㻙㻜㻝㻞㻜䠄᭶䡚㔠᭙᪥䠅ᢸᙜ䠖ᮒ㞛䞉㏆⸨
㻡

ᅜ⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ㐃ྜဨྡ⡙

⤌䚷䚷ྜ䚷䚷ྡ

ῧ㈨ᩱ㻡

௦⾲⪅䠋ົᒁ㛗ྡ
⌮㛗
Ἑཎ㻌ຌ

ఫ䚷䚷䚷ᡤ䚷䚷
㻜㻢㻜㻙㻜㻜㻢㻟 ᮐᖠᕷ୰ኸ༊༡㻟᮲す㻟㻙㻝㻡㻌䜰䝹䝣䜯༡㻟᮲䝡䝹㻡㝵

ົᒁ㛗 ఀ⸨䚷ᙲ
⌮㛗
㇂⏣ᜨ୍

㼀㻱㻸 㻜㻝㻝㻙㻞㻟㻝㻙㻢㻟㻢㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻝㻝㻙㻞㻝㻤㻙㻞㻡㻞㻝
㻜㻟㻜㻙㻜㻤㻜㻟 㟷᳃ᕷᏳ᪉㻞㻙㻝㻞㻙㻝㻠䚷䝟䞊䜽䝝䜲䝒Ᏻ᪉㻣㻜㻞

ົᒁ㛗 ✄⏣ྜྷᏊ
⌮㛗䚷䚷 ᑠᬽಙே

㼀㻱㻸 㻜㻝㻣㻙㻣㻞㻝㻙㻟㻢㻠㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻝㻣㻙㻣㻞㻝㻙㻟㻢㻠㻞
㻜㻞㻜㻙㻜㻜㻞㻠 ┒ᒸᕷ⳯ᅬ㻞㻙㻞㻙㻞䚷䝹䝭䜶䞊䝹䝡䝹䚷

ົᒁ㛗䚷 ୰すᰤ୕
⌮㛗䚷䚷 ຍ⸨⸝

㼀㻱㻸 㻜㻝㻥㻙㻢㻡㻟㻙㻡㻥㻡㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻝㻥㻙㻢㻞㻞㻙㻠㻞㻣㻢
㻥㻤㻜㻙㻜㻤㻝㻝 ྎᕷ㟷ⴥ༊୍␒⏫㻞㻙㻡㻙㻡䚷୍␒⏫୰ኸ䝡䝹

ົᒁ㛗
⌮㛗
✄⏣䚷ோ

㼀㻱㻸 㻜㻞㻞㻙㻞㻢㻟㻙㻜㻣㻝㻢
㻜㻝㻜㻙㻝㻢㻜㻠 ⛅⏣ᕷ᪂ᒇᯇ⨾⏫㻠㻙㻝㻠

ົᒁ㛗 㕥ᮌᨻ
⌮㛗
ྜྷᮧᩥ

㼀㻱㻸 㻜㻥㻜㻙㻞㻥㻡㻠㻙㻟㻢㻠㻢
㻲㻭㼄㻌 㻜㻝㻤㻙㻤㻢㻟㻙㻟㻝㻜㻤
㻥㻥㻜㻙㻜㻤㻤㻡 ᒣᙧᕷᔱ㻝㻙㻞㻙㻞䚷㻔ᰴ㻕䝮䞊䝡䞊䜸䞁ᒣᙧෆ

ົᒁ㛗 ⸨ᮌⱥྖ
⌮㛗
㜿㒊Ὀᏹ

㼀㻱㻸 㻜㻞㻟㻙㻢㻤㻞㻙㻣㻞㻞㻠
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻟㻙㻢㻤㻞㻙㻣㻞㻞㻟
㻌㻥㻢㻜㻙㻤㻜㻡㻝 ⚟ᓥᕷ᭯᰿⏣⏫㻢㻙㻠䚷⚟ᓥ䝣䜷䞊䝷䝮ෆ

ົᒁ㛗
⌮㛗
ᑎෆ㱟ᆅ

㼀㻱㻸 㻜㻞㻠㻙㻡㻟㻟㻙㻝㻣㻝㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻠㻙㻡㻟㻟㻙㻞㻜㻞㻡
㻟㻜㻜㻙㻜㻜㻟㻟 ᅵᾆᕷᕝཱྀ㻝㻙㻝㻝㻙㻝㻡䚷ᅵᾆ䝉䞁䝖䝷䝹䝅䝛䝬䝈ෆ

ົᒁ㛗
⌮㛗
୕ⱱ

㼀㻱㻸 㻜㻞㻥㻙㻤㻞㻝㻙㻝㻡㻡㻠
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻥㻙㻤㻞㻟㻙㻝㻝㻣㻜
㻟㻞㻜㻙㻜㻤㻜㻞 Ᏹ㒔ᐑᕷỤ㔝⏫㻣㻙㻝㻟䚷䝥䝷䝄䝠䜹䝸䝡䝹ෆ

ົᒁ㛗 ୕ぬ
⌮㛗
㧗ᶫ࿘ኴ㑻

ົᒁ㛗 Ḉᘯᖾ
⌮㛗
⮻ṇே

㼀㻱㻸 㻜㻞㻤㻙㻢㻟㻠㻙㻟㻣㻢㻥
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻤㻙㻢㻟㻠㻙㻝㻠㻝㻠
㻟㻣㻥㻙㻞㻞㻞㻠 ఀໃᓮᕷすᑠಖ᪉⏫㻟㻢㻤
㻿㻹㻭㻾㻷ఀໃᓮ㻟㻲㻌㻹㻻㼂㻵㼄ఀໃᓮෆ
㼀㻱㻸 㻜㻡㻜㻙㻢㻤㻢㻡㻙㻟㻞㻝㻞
㻲㻭㼄㻌
㻟㻟㻜㻙㻜㻜㻢㻟 䛥䛔䛯䜎ᕷᾆ༊㧗◁⏫㻠㻙㻠㻙㻝㻣
㻌ᇸ⋢┴㣗⎔䝉䞁䝍䞊䝡䝹ෆ
㼀㻱㻸 㻜㻠㻤㻙㻤㻢㻡㻙㻝㻜㻣㻤
㻲㻭㼄㻌 㻜㻠㻤㻙㻤㻢㻡㻙㻝㻜㻣㻤
㻞㻢㻜㻙㻜㻜㻝㻟 ༓ⴥᕷ୰ኸ༊୰ኸ㻟㻙㻤㻙㻤䚷୰ኸ㻯㻵㻮㻤㻲䚷༓ⴥ⯆⾜㻔ᰴ㻕ෆ

ົᒁ㛗 ⓑ᰿⚈Ꮚ
⌮㛗
Ⳣ㔝ಙ୕

㼀㻱㻸 㻜㻠㻟㻙㻞㻞㻞㻙㻠㻞㻢㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻠㻟㻙㻞㻞㻠㻙㻞㻢㻢㻣
㻝㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻠 ༊᪂ᶫ㻢㻙㻤㻙㻞䚷ᅜ⏕⾨㤋㻢䠢

ົᒁ㛗 㔝ཱྀ㻌ᙲ
⌮㛗
▮䚷ᾈ

㼀㻱㻸 㻜㻟㻙㻡㻠㻜㻤㻙㻡㻠㻠㻢
㻲㻭㼄㻌
㻞㻟㻝㻙㻜㻜㻜㻡 ᶓᕷ୰༊ᮏ⏫㻟㻙㻞㻠㻙䠍䚷ᮏ⏫୰ኸ䝡䝹䠎䠌䠏

ົᒁ㛗 ෆᔱ୍㞝
⌮㛗
ᑠ㔝䚷ᶞ

㼀㻱㻸 㻜㻠㻡㻙㻢㻢㻠㻙㻟㻞㻡㻞
㻲㻭㼄㻌 㻜㻠㻡㻙㻢㻢㻠㻙㻟㻞㻡㻟
㻠㻜㻜㻙㻜㻜㻟㻞 ⏥ᗓᕷ୰ኸ㻝㻙㻡㻙㻝㻞䚷䝅䜰䝍䞊䝉䞁䝖䝷䝹䠞䡁㤋ෆ

ᾏ㐨⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
㟷᳃┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᒾᡭ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜᐑᇛ┴ᫎ⏬༠

㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻞㻙㻞㻢㻟㻙㻜㻣㻝㻢

⛅⏣┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᒣᙧ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⚟ᓥ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
Ⲉᇛ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᰣᮌ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⩌㤿┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗
⌮㛗
㛗㇂ᕝ㝯
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜᇸ⋢┴ᫎ⏬༠

༓ⴥ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᮾி㒔⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⚄ዉᕝ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᒣ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗 㕥ᮌ䚷ಇኴ㑻
㼀㻱㻸 㻜㻡㻡㻙㻞㻟㻟㻙㻟㻜㻞㻟
㻲㻭㼄㻌 㻜㻡㻡㻙㻞㻟㻡㻙㻞㻞㻣㻜
⌮㛗
ᯇୗ⚽ṇ
㻟㻥㻠㻙㻜㻜㻞㻣 ᒸ㇂ᕷ୰ኸ⏫㻞㻙㻠㻙㻝㻠䚷ᒸ㇂䝇䜹䝷ᗙෆ
㛗㔝┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗
⌮㛗
㔠Ꮚᯘ⏕

㼀㻱㻸 㻜㻞㻢㻢㻙㻞㻞㻙㻞㻣㻣㻟
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻢㻢㻙㻞㻟㻙㻢㻥㻢㻝
㻥㻠㻟㻙㻜㻝㻣㻟 ᪂₲┴ୖ㉺ᕷᐩᒸ㻟㻡㻞㻠䚷㔠Ꮚ⯆ᴗ䠄ᰴ䠅ෆ

ົᒁ㛗 㔠Ꮚ┿ே
⌮㛗
᳃ᒸᫎ

㼀㻱㻸 㻜㻞㻡㻙㻡㻞㻞㻙㻡㻟㻥㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻞㻡㻙㻡㻞㻡㻙㻞㻝㻡㻡
㻠㻞㻜㻙㻜㻜㻟㻞 㟼ᒸᕷⵇ༊୧᭰⏫㻞㻙㻠㻙㻥㻌䝣䜱䜶䝇䝍୧᭰⏫䠒㻲

ົᒁ㛗 ᚚᅬᖺ⚽
⌮㛗
᭹㒊䚷ᚭ

㼀㻱㻸 㻜㻡㻠㻙㻞㻡㻟㻙㻞㻡㻞㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻡㻠㻙㻞㻡㻟㻙㻞㻡㻟㻣
㻠㻢㻜㻙㻜㻜㻜㻟 ྡྂᒇᕷ୰༊㘊୕┠㻢㻙㻟㻠䚷ኴ㝧⏕ྡྂᒇ䝡䝹㻝㻝㻲

ົᒁ㛗 すᕝ䚷῟
⌮㛗
⠛⏣ඖᘯ

㼀㻱㻸 㻜㻡㻞㻙㻞㻡㻟㻙㻥㻠㻣㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻡㻞㻙㻞㻡㻟㻙㻥㻠㻣㻢
㻡㻜㻜㻙㻤㻤㻣㻢 ᒱ㜧ᕷ᪥䝜ฟ⏫㻝㻙㻞㻜䚷䝻䜲䝲䝹䝥䝷䝄䞉ᒱ㜧ᅵᆅ⯆ᴗ㻔ᰴ㻕ෆ

ົᒁ㛗 ☾㇂㈗ᙪ
⌮㛗
Ỉ㔝ᫀග

㼀㻱㻸 㻜㻡㻤㻙㻞㻢㻠㻙㻜㻝㻢㻝
㻡㻝㻠㻙㻜㻜㻞㻣 ὠᕷ㛛㻟㻞㻙㻟䚷ὠᮾᐆෆ

㻲㻭㼄㻌 㻜㻡㻤㻙㻞㻢㻢㻙㻡㻜㻠㻤

ົᒁ㛗 ஂಖᗣ
⌮㛗
㔠Ꮚ᠇㢧

㼀㻱㻸 㻜㻡㻥㻙㻞㻞㻤㻙㻟㻡㻞㻟
㻥㻟㻜㻙㻜㻜㻤㻟 ᐩᒣᕷ⥲᭤㍯䠏┠䠕䠉䠍

㻲㻭㼄㻌 㻜㻡㻥㻙㻞㻞㻡㻙㻣㻜㻢㻠

᪂₲┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ㟼ᒸ┴ᫎ⏬⯆⾜༠

⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜឡ▱┴⯆⾜༠
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜᒱ㜧┴ᫎ⏬༠

୕㔜┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᐩᒣ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗
⌮㛗
⸨ᒸ⣸ᾉ

㼀㻱㻸 㻜㻣㻢㻙㻠㻢㻝㻙㻡㻟㻤㻢
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻢㻙㻠㻢㻝㻙㻡㻟㻥㻤
㻌㻥㻞㻜㻙㻜㻤㻡㻝 㔠ἑᕷ➟ᕷ⏫㻝㻢㻙㻝㻜䚷䝺䝆䝕䞁䝇Ṉⰼ㻞㻜㻞

▼ᕝ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗 㔛㯞Ꮚ
⌮㛗
ఀ㻌ᙗᕞ㞝

㼀㻱㻸 㻜㻣㻢㻙㻞㻟㻝㻙㻝㻤㻟㻤
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻢㻙㻞㻟㻝㻙㻝㻤㻟㻢
㻥㻝㻜㻙㻜㻜㻜㻢 ⚟ᕷ୰ኸ㻝㻙㻝㻣㻙㻝㻞㻔᭷㻕ఀ⯆ᴗෆ

⚟┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗 ᫂▼㻌ᆒ

㼀㻱㻸 㻜㻣㻣㻢㻙㻞㻝㻙㻝㻡㻝㻝



㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻣㻢㻙㻞㻠㻙㻜㻝㻡㻠

⤌䚷䚷ྜ䚷䚷ྡ

௦⾲⪅䠋ົᒁ㛗ྡ
⌮㛗
ᯇᮏᬛ

ఫ䚷䚷䚷ᡤ䚷䚷
㻡㻞㻞㻙㻜㻜㻡㻞 ᙪ᰿ᕷ㛗᭮᰿༡⏫㻠㻠㻟㻌㧗ᮌ䝡䝹㻠䠢

⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ㈡┴⯆⾜༠

ົᒁ㛗 ㇂ᮏ⩏ᗈ
⌮㛗
୰す୕㑻

㼀㻱㻸 㻜㻣㻠㻥㻙㻠㻥㻙㻞㻠㻜㻜
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻣㻙㻡㻞㻝㻙㻡㻠㻠㻜
㻌㻢㻜㻡㻙㻜㻜㻣㻟㻌 ி㒔ᕷᮾᒣ༊♲ᅬ⏫ഃ㻟㻞㻟䚷㻔ᰴ㻕♲ᅬ㤋ෆ

ົᒁ㛗 Ᏺ⏣ᬕ⨾
⌮㛗
⏣୰⪔㐀

㼀㻱㻸 㻜㻣㻡㻙㻡㻟㻟㻙㻟㻜㻝㻜
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻡㻙㻡㻟㻟㻙㻟㻜㻝㻝
㻡㻠㻡㻙㻜㻜㻡㻞 㜰ᕷ㜿ಸ㔝༊㜿ಸ㔝➽㻝㻙㻡㻙㻝䚷
䛒䜉䛾䝹䝅䜰䝇㻞㻲䚷㻞㻝㻠ྕ
㼀㻱㻸 㻜㻢㻙㻢㻢㻟㻞㻙㻟㻤㻝㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻢㻙㻢㻢㻟㻞㻙㻟㻤㻝㻞
㻢㻣㻜㻙㻜㻥㻣㻞 ጲ㊰ᕷ㥐๓⏫䠎䠓㻌䝔䝷䝑䝋ጲ㊰㻌䞞䜰䞊䝇䝅䝛䝬䝈ෆ

⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜி㒔⯆⾜༠
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ㜰⯆⾜༠
ົᒁ㛗 ᒣ⏣ఙ୍
⌮㛗
ྜྷᒸ୍༤
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜරᗜ┴⯆⾜༠

ົᒁ㛗 ὸ㔝䚷㤶
⌮㛗
ᐑ㷂ᫀ᫂

ົᒁ㛗 ụୖ㻌ᾈ⾜
⌮㛗
⚟Ṋ⩏ಟ

㼀㻱㻸 㻜㻣㻥㻙㻞㻤㻣㻙㻤㻤㻝㻜
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻥㻙㻞㻤㻣㻙㻤㻤㻝㻝
㻢㻟㻜㻙㻤㻝㻞㻟 ዉⰋᕷ୕᮲ᐑ⏫㻝㻙㻝㻞䚷
㻔㈈㻕ዉⰋ┴⏕ά⾨⏕Ⴀᴗᣦᑟ䝉䞁䝍䞊ෆ
㼀㻱㻸 㻜㻣㻠㻡㻙㻡㻞㻙㻟㻜㻟㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻠㻡㻙㻡㻞㻙㻠㻝㻝㻢
㻌㻢㻠㻜㻙㻤㻠㻞㻝 ḷᒣ┴ḷᒣᕷᯇỤྥ㬼䝜ᓥ䠍䠐䠒䠕䠉䠍
䝆䝇䝖䝅䝛䝬ḷᒣෆ
㼀㻱㻸 㻜㻣㻟㻙㻠㻤㻜㻙㻠㻣㻣㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻣㻟㻙㻠㻤㻜㻙㻡㻤㻜㻡
㻌㻣㻜㻜㻙㻜㻜㻞㻟 ᒸᒣᕷ༊㥐๓⏫㻝㻙㻢㻙㻝㻌⚟Ṋほගᰴᘧ♫ෆ

ົᒁ㛗 ఀᮾ㈗ᚿ
⌮㛗
⸨ᮏຬḟ

㼀㻱㻸 㻜㻤㻢㻙㻞㻞㻟㻙㻟㻜㻜㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻢㻙㻞㻞㻟㻙㻤㻤㻠㻣
㻣㻟㻜㻙㻜㻤㻡㻢 ᗈᓥᕷ୰༊Ἑཎ⏫㻝㻙㻞㻢䚷ᗈᓥ┴⎔⾨䝡䝹㻣㻲

ົᒁ㛗 ␊ᒣ༓
⌮㛗
᳃ᮏᩥ▮

㼀㻱㻸 㻜㻤㻞㻙㻞㻥㻟㻙㻥㻥㻝㻥
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻞㻙㻞㻥㻢㻙㻝㻤㻥㻤
㻣㻠㻡㻙㻜㻜㻟㻞 ࿘༡ᕷ㖟ᗙ㻝㻙㻝㻞㻌䝉䝬䝕䜱䜸䝡䝹㻢㻲㻌ẖ᪥⯆ᴗ䞞ෆ

ົᒁ㛗
⌮㛗
୰ᮧಇ୍㑻

㼀㻱㻸 㻜㻤㻟㻠㻙㻞㻝㻙㻞㻡㻞㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻟㻠㻙㻞㻝㻙㻟㻞㻤㻟
㻢㻤㻜㻙㻜㻤㻟㻝 㫽ྲྀᕷᰤ⏫㻢㻜㻢䚷䜎䜛䜒䝡䝹㻟㻲㫽ྲྀ䝅䝛䝬ෆ

ົᒁ㛗
⌮㛗
ᐑᓮᬕ㞝

㼀㻱㻸 㻜㻤㻡㻣㻙㻞㻠㻙㻜㻥㻝㻢
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻡㻣㻙㻟㻥㻙㻟㻡㻟㻝
㻢㻥㻜㻙㻜㻜㻜㻝 ᯇỤᕷᮾᮅ᪥⏫㻝㻡㻝䚷ᯇỤᮾᐆ䠑ෆ

ົᒁ㛗
⌮㛗
▼⏣ᏹ

㼀㻱㻸 㻜㻤㻡㻞㻙㻞㻤㻙㻞㻝㻜㻜
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻡㻞㻙㻞㻤㻙㻞㻝㻜㻝
㻣㻢㻜㻙㻜㻜㻡㻠 㧗ᯇᕷᖖ┙⏫㻝㻙㻠㻙㻢䚷䝻䝑䝫䝙䜹㧗ᯇෆ

ົᒁ㛗 ᒣᮏಟ୕
⌮㛗
ົᒁ㛗
⌮㛗
బ䚻ᮌ῟

㼀㻱㻸 㻌㻌㻜㻤㻣㻙㻤㻟㻠㻙㻣㻝㻞㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻣㻙㻤㻢㻝㻙㻥㻢㻢㻡
㻣㻣㻝㻙㻜㻞㻜㻠 ᚨᓥ┴ᯈ㔝㒆ᓥ⏫㪉Ꮠす䝜㡲㻝㻣㻠䚷
ᓥ䝅䝛䝬䝃䞁䝅䝱䜲䞁ෆ
㼀㻱㻸 㻜㻤㻤㻙㻢㻥㻣㻙㻟㻝㻝㻝
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻤㻙㻢㻥㻣㻙㻟㻝㻝㻞
㻣㻥㻜㻙㻜㻜㻜㻠 ᯇᒣᕷ⾤㐨䠍䠉㻡䠉㻝㻜ᯇᒣ➨㻞బ䚻ᮌ䝡䝹㻣㻲

ົᒁ㛗 ⩚⏕䚷ὒ㞝
⌮㛗
Ლཎᚭஓ

㼀㻱㻸 㻜㻤㻥㻙㻥㻟㻟㻙㻢㻢㻣㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻥㻙㻥㻟㻟㻙㻢㻢㻠㻢
㻣㻤㻜㻙㻜㻜㻞㻢 㧗▱ᕷ⛙༡⏫㻝㻙㻠㻙㻤䜲䜸䞁㧗▱㻿㻯㻟㻲

ົᒁ㛗
⌮㛗
ᒸ㒊❶ⶶ

㼀㻱㻸 㻜㻤㻤㻙㻤㻞㻢㻙㻣㻞㻢㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻤㻤㻙㻤㻞㻢㻙㻣㻞㻢㻤
㻤㻝㻜㻙㻜㻜㻜㻝 ⚟ᒸᕷ୰ኸ༊ኳ⚄㻠㻙㻣㻙㻝㻝㻌䜽䝺䜰䝡䝹㻟䠢

ົᒁ㛗 ୰ᮧ⋹Ꮚ
⌮㛗
ⰾ㈡ⱥ⾜

㼀㻱㻸 㻜㻥㻞㻙㻣㻟㻢㻙㻝㻞㻠㻤
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻞㻙㻣㻟㻢㻙㻝㻞㻠㻣
㻤㻠㻜㻙㻜㻤㻟㻝 బ㈡ᕷᯇཎ㻞㻙㻝㻠㻙㻝㻢䚷䝉䞁䝖䝷䝹䝥䝷䝄䝡䝹䠏㻲䝅䜶䝬ෆ

ዉⰋ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗 ᒸᮏ㍤
⌮㛗
ᵳ㻌ᑦᏹ
ḷᒣ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᒸᒣ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᗈᓥ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᒣཱྀ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
㫽ྲྀ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᓥ᰿┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
㤶ᕝ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ᚨᓥ┴⯆⾜༠
ឡ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
㧗▱┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⚟ᒸ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
బ㈡┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ

ົᒁ㛗 㻔㔜ᯇᜨᏊ㻕
㼀㻱㻸 㻜㻥㻡㻞㻙㻞㻣㻙㻡㻝㻝㻢
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻡㻞㻙㻞㻣㻙㻡㻝㻝㻢
⌮㛗
∵ᓥ⩏ு
㻤㻡㻣㻙㻜㻤㻣㻥 బୡಖᕷᓥᆅ⏫㻝㻙㻝㻣䚷బୡಖኴ㝧ᴗ䜾䝹䞊䝥ෆ
㛗ᓮ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗 ྜྷ⏣ṇᏊ
⌮㛗
❑ᑎὒ୍

㼀㻱㻸 㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻡㻙㻣㻣㻣㻠
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻡㻢㻙㻞㻡㻙㻠㻤㻣㻣
㻤㻢㻜㻙㻜㻤㻜㻟 ⇃ᮏᕷ᪂ᕷ⾤㻤㻙㻞㟁Ẽ㤋䝡䝹㻢㻲䚷㻰㻱㻺㻷㻵㻷㻭㻺ෆ

ົᒁ㛗 ➟䜜䛔Ꮚ
⌮㛗
⏣⫕

㼀㻱㻸 㻜㻥㻢㻙㻟㻝㻥㻙㻟㻡㻢㻣
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻢㻙㻟㻝㻥㻙㻟㻡㻢㻣
㻤㻣㻜㻙㻜㻜㻞㻝 ศᕷᗓෆ⏫㻟㻙㻣㻙㻣䚷䝉䞁䝖䝷䝹䝥䝷䝄㻡㻲

ົᒁ㛗
⌮㛗
ຊṊᑑᏊ

㼀㻱㻸 㻜㻥㻣㻙㻡㻟㻞㻙㻟㻞㻝㻤
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻣㻙㻡㻟㻞㻙㻟㻞㻝㻤
㻤㻤㻜㻙㻜㻜㻜㻣 ᐑᓮᕷཎ⏫㻢㻙㻟㻌䜸䝣䜱䝇䝡䝹䝃䞁䝬䝸䝜㻟㻜㻝
䝉䞁䝖䝷䝹ほග㻔ᰴ㻕ෆ
㼀㻱㻸 㻜㻥㻤㻡㻙㻣㻤㻙㻢㻞㻣㻜
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻤㻡㻙㻣㻤㻙㻢㻞㻣㻡
㻤㻥㻞㻙㻜㻤㻠㻟 㮵ඣᓥᕷ༓᪥⏫㻡㻙㻢䚷㮵ඣᓥ䝅䝛䝅䝔䜱ᩥෆ

⇃ᮏ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ศ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜᐑᓮ┴⯆⾜༠

ົᒁ㛗 㯮ᮌ䜑䛠䜏
⌮㛗
Ᏻ⏣䚷㇏
㮵ඣᓥ┴⯆⾜⏕ά⾨⏕ྠᴗ⤌ྜ
ົᒁ㛗
⌮㛗

㼀㻱㻸 㻜㻥㻥㻙㻞㻞㻟㻙㻟㻢㻠㻠
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻥㻙㻞㻞㻠㻙㻥㻟㻜㻠
㻥㻜㻜㻙㻜㻜㻝㻡 㑣ぞᕷஂⱱᆅ㻟㻙㻞㻝㻙㻞㻌
䝄䞉䝔䝷䝇䝩䝔䝹䝈䝁䜽䝽ὶ㏻䝃䞊䝡䝇䜹䞁䝟䝙䞊
㼀㻱㻸 㻜㻥㻤㻙㻤㻢㻢㻙㻝㻞㻡㻡
㻲㻭㼄㻌 㻜㻥㻤㻙㻤㻢㻤㻙㻝㻢㻢㻢

Ἀ⦖┴ᫎ⏬⯆⾜༠
ົᒁ㛗

௧㻟ᖺ㻝㻜᭶⌧ᅾ



添付資料６

「優秀映画鑑賞推進事業」広報媒体等への主催者名・特別協力名・ロゴの記載について【留意事項】

「優秀映画鑑賞推進事業」において、以下の点に留意し、広報媒体等への主催者名・特別協力名・
国立映画アーカイブのロゴの記載をお願いいたします。

≪◎掲載媒体について≫
１．チラシ、ポスター
２．会場パネル等
３．ウェブサイト

≪◎ロゴの記載位置・大きさについて≫
▼ロゴについて【細かいサイズの指定はありません。
】

１．チラシ・ポスター等表面に、デザイン上の支障が無い範囲で最大限の記載をすること。
２．ウェブサイトについては、適宜の場所に支障が無い範囲で最大限の記載をすること。
【※恒常的にロゴが出ているのが望ましい。
】
▼特別協力名について

１．主催者等の記載に準じて記載

（記載イメージ）
○○○○映画祭・上映会
日
程：○○○○
観覧料金等：○○○○

※優秀映画鑑賞推進事業
と、それ以外のイベント等
を同時に開催する場合は、
それぞれの主催者等が明
確に分かるようにご記載
ください。

主催者
○○○○、国立映画アーカイブ
特別協力 ○○○○、文化庁、
（社）日本映画製作者連盟、
全国興行生活衛生同業組合連合会

NFAJ ロゴ

≪◎問い合わせ先について≫
●株式会社 オーエムシー （令和４年度については未定）
〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-34-1 新宿御苑前アネックスビル 8 階
電話： ０３－５３６２－０１２０(フロアイン)
●国立映画アーカイブ 総務課 事業担当
〒104-0031 東京都中央区京橋 3-7-6
電話：０３―３５６１―０８２３

（様式１）
優秀映画鑑賞推進事業実行委員会規約
第１条 本会は、○○市（町・村）優秀映画鑑賞推進事業実行委員会（以下「委員会」という。）と
いう。
第２条 委員会は、事務所を○○市（町・村）○○文化会館内に置く。
第３条 委員会は、国立映画アーカイブと協力し、広く市（町・村）民に優れた映画の鑑賞機会を提
供し、○○市（町・村）の芸術文化の向上発展を図ることを目的とする。
第４条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（１）優秀映画鑑賞推進事業
（２）その他目的達成に必要な事業
第５条 委員会の委員は、会場となる公立文化施設等の長、及び当該地域の主催者、教育委員会，関
係団体，新聞社，放送局等の代表者等で構成する。
２ 委員会は、委員○○名以内で構成し、互選で委員長、監査委員を定める。
３ 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を統括する。
第６条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員
長が別に定める。
第７条 委員会は、報告書の提出をもって解散する。

委員名簿
氏 名

役職等

所属機関

様式２
令和

年

月

日

独立行政法人国立美術館
国立映画アーカイブ 館長

殿
公立文化施設等長
氏 名

㊞

優秀映画鑑賞推進事業実施確約書

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業の実施にあたって、下記映画フィルムを別に定める「優秀映画鑑
賞推進事業遵守事項」にしたがって、責任を持って管理・上映することを確約します。
記
１ プログラム名（Ａ～W）

プログラム

２ 映画フィルム作品名等
上映の有無
(↓○で囲む)

作品名

有・無
有・無
有・無
有・無

３ 預り（管理）期間（搬入日～搬出日）：令和

年

月

日から令和

年

４ 上映実施の日時：令和

年

月

日

時

分から

時

分まで

令和

年

月

日

時

分から

時

分まで

令和

年

月

日

時

分から

時

分まで

令和

年

月

日

時

分から

時

分まで

月

日迄

５ 実施会場名：
（都道府県：
６ 担当者名：
勤務先 TEL：
メールアドレス：

市町村：

）
（実施希望回答時から変更があれば以下も記入）
勤務先 FAX：

（様式２ 別紙）

優秀映画鑑賞推進事業遵守事項

１ 国立映画アーカイブから提供された優秀映画鑑賞推進事業用映画フィルム及びスチル写真のデー
タ（以下「映画フィルム等」という。）は、善良な管理者の注意を持って管理し、その効率的使用
に努めること。

２ 映画フィルム等は、転貸し、又は担保に供しないこと。

３ 映画フィルム等は、複製しないこと。

４ 上映会場（映写室及び検品等の作業のための場所を含む。）での写真・ビデオ撮影及び録音は、
禁止すること。

５ 映画フィルム等は、本事業以外には使用しないこと。また、スチル写真のデータは使用後に破棄
すること。

６ 映画フィルム等の権利者又は第三者からの異議申し立て等が生じた場合は、実施会場の責任で解
決すること。

７ 映画フィルムについて、修繕・改造その他映画フィルムの現状を変更する必要が生じた場合は、
あらかじめ本事業委託業者を通じて国立映画アーカイブの承諾を受けること。

８ 映画フィルムを紛失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を、本事業委託業者を通じて
国立映画アーカイブに提出し、その指示に従うこと。なお現状復帰に要した経費は、国立映画アー
カイブ及び本事業委託業者には請求しないこと。

９ 映画フィルムの取扱いについては、国立映画アーカイブが作成した「フィルム取扱注意事項」等
に従うこと。なお、映写等のために実際に映画フィルムに手を触れる者にも、事前にフィルム取扱
注意事項を確認させ、特に留意させること。

１０ その他、この遵守事項に定めのない事項については、その都度本事業委託業者を通じて国立映
画アーカイブと協議すること。

（様式３）
年

月

日

独立行政法人国立美術館
国立映画アーカイブ館長 殿
公立文化施設等長

氏 名

㊞

映画フィルム転送通知書

このことについて、下記映画フィルムを転送しましたので、通知します。
記
１ 実施会場名：
連絡先（tel）
：
（都道府県：

市町村：

２ プログラム名（Ａ～W）

）

プログラム

３ 映画フィルム作品名等
作品名

作品の巻数
巻
巻
巻
巻

計

４ 転送日：

年

月

５ 転送先（会場名）
：
６ フィルムの破損など連絡事項：

巻

日
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（様式４ 別紙）

令和４年度優秀映画鑑賞推進事業

映画をご覧になられた方へのアンケート
本日はご来場を頂きありがとうございます。アンケートへのご協力をお願いいたします。
□ には印を付けて、
（
）には記入をしてお答えください。
月
１ あなたの性別・年齢・住所について教えてください。
➀性別 □ 男性
□ 女性
□ 回答しない
➁年齢 □ ９歳以下
□ １０代
□ ２０代
□ ３０代
□ ４０代
□ ５０代
□ ６０代
□ ７０歳以上
□ 回答しない
➂住所 □ 会場のある地域
□ 近隣の地域
□ その他（
２ 本日はどなたと一緒にお越しになられましたか。
（複数選択可）
□一人で
□友人・知人と
□家族と
□その他（

日

）

）

３ この優秀映画鑑賞推進事業をどのようにしてお知りになられましたか。
（複数選択可）
□ 市町村や実施会場の広報誌で
□ ポスターやチラシで
□ 知人から
□ その他（
）
４ 優秀映画鑑賞推進事業で映画をご覧になるのは何回目ですか。
□1 回目（今回初めて） □２回目
□３～５回目
□６～10 回目

□それ以上

５ 1 年間に映画をどのくらいご覧になりますか。➀～④にお答えください。
➀ 映画館やホールなどで、1 年間に映画を何本くらいご覧になられますか。
□ ０本
□ １～２本 □ ３～５本 □ ６～１０本 □ それ以上
➁ ビデオや DVD で、1 年間に映画を何本くらいご欄になられますか。
□ ０本
□ １～２本 □ ３～５本 □ ６～１０本 □ それ以上
➂ テレビ（衛生放送やケーブルテレビなど）で、1 年間に映画を何本くらいご欄になられますか。
□ ０本
□ １～２本 □ ３～５本 □ ６～１０本 □ それ以上
④ インターネット（動画配信などを含む）で、1 年間に映画を何本くらいご欄になられますか。
□ ０本
□ １～２本 □ ３～５本 □ ６～１０本 □ それ以上
６ 本日の映画鑑賞会について、ご感想をお聞かせください。
□ 全体としてよかった
□ 全体としてよくなかった

□ どちらとも言えない

本日の映画鑑賞会について、ご自由にご感想をお書きください。

ご協力ありがとうございました。 お気をつけてお帰りください。

国立映画アーカイブ

