
作　品　名 上映日 上映館 作　品　名 上映日 上映館

ア 愛についてのキンゼイ・レポート 10月1日 シネ５ カ カンフーハッスル 1月1日 キネ１

アイランド 7月23日 シネ７ キ 岸辺のふたり 7月9日 キネ１

アビエイター 3月26日 スカラ きみに読む物語 3月19日 ピカデ

甘い人生 4月23日 ピカデ キャプテン・ウルフ 10月29日 シネ４

アルフィー 10月15日 キネ１ キング・コング 12月17日 シネ２他

アレキサンダー 2月5日 ピカデ他 キングダム・オブ・ヘブン 5月17日 シネ３

イ 頭文字（イニシャル）D 9月17日 シネ７ ク クローサー 5月21日 シネ６・７

イブラハムおじさんとコーランの花たち 2月26日 キネ２ コ 恋する神父 10月1日 ピカデ

イン・ハー・シューズ 11月12日 シネ２ 皇帝ペンギン 8月27日 シネ６

イントゥ・ザ・サン 11月26日 シネ４ コースト・ガード 9月10日 キネ１

インファナル・アフェアⅢ　終極無間 4月23日 キネ１ コーチ・カーター 10月8日 シネ２

ウ ウイスキー 10月29日 キネ２ コーラス 6月25日 キネ１

宇宙戦争 6月25日 シネ１・２・４ 五線譜のラブレター 4月2日 サロン

美しい夜・残酷な朝 7月23日 ピカデ コックリさん 4月23日 マジソ

海を飛ぶ夢 8月13日 キネ２ コンスタンティン 4月16日 プラザ

エ 英語完全征服 6月11日 キネ２ サ ＴＨＥ　ＪＵＯＮ　呪怨 2月11日 アカデ

エイプリルの七面鳥 4月2日 キネ１ ザ・インタープリター 5月21日 シネ５

エターナル・サンシャイン 4月30日 サロン ザ・リング２ 6月18日 シネ９

エリザベスタウン 11月12日 シネ６ 最後の恋のはじめ方 6月4日 シネ３

エレクトラ 6月4日 ピカデ サイドウェイ 6月18日 サロン

オ 大いなる休暇 9月17日 キネ２ ザスーラ 12月10日 シネ５

オオカミの誘惑 7月9日 ピカデ サハラ 6月11日 シネ３・４

オーシャンズ１２ 1月22日 スカラ SAYURI 12月10日 シネ７

オープン・ウォーター 8月6日 サロン シ 四月の雪 9月17日 シネ１

奥さまは魔女 8月27日 シネ５ シャーク・テイル 3月5日 セント

同い年の家庭教師 9月17日 キネ１ シャル・ウィ・ダンス？ 4月23日 スカラ

オペラ座の怪人 1月29日 プラザ シン・シティ 10月1日 シネ６

カ 彼女を信じないでください 8月20日 ピカデ 人生の逆転 9月3日 キネ１

シ 親切なクムジャさん 11月19日 サロン フ フライト・オブ・フェニックス 6月18日 ピカデ

シンデレラマン 9月17日 シネ５ ブラザーズ・グリム 11月3日 シネ５

ス スカイ・オブ・ラブ 12月3日 キネ１
ブリジット・ジョーンズの日記
きれそうなわたしの１２か月 3月19日 ティア

スター・ウォーズ　エピソード３　シスの復讐 7月9日 シネ３・４ プリティ・プリンセス２　ロイヤル・ウェディング 2月26日 マジソ

スター・ランナー 12月3日 キネ１ ブレイド３ 5月17日 シネ４

ステルス 10月8日 シネ２ ホ ボーン・スプレマシー 2月11日 ティア

砂と霧の家 1月1日 サロン 僕の彼女を紹介します 4月23日 セント

セ 世界で一番パパが好き！ 3月26日 マジソ ホステージ 6月4日 シネ９

セブン・ソード 10月1日 シネ７ 炎のメモリアル 5月21日 シネ２

セルラー 3月19日 サロン 香港国際警察　NEW　POLICE　STORY 4月16日 オスカ

タ ダーク・ウォーター 11月12日 シネ４ マ マザー・テレサ 12月17日 キネ２

タッチ・オブ・スパイス 7月9日 サロン マジック・キッチン 11月26日 キネ１

ダニー・ザ・ドッグ 8月27日 キネ２ マスク２ 4月16日 キネ１

誰が俺を狂わせるか 9月10日 キネ１ マダガスカル 8月13日 シネ７

チ チーム・アメリカ　ワールド・ポリス 10月15日 キネ１ マラソン 7月2日 シネ５

チキン・リトル 12月23日 シネ２他 マルチュク青春通り 9月24日 ピカデ

チャーリーとチョコレート工場 9月10日 シネ７ ミ Mr．＆Mｒｓ．スミス 12月3日 シネ２

テ Dear　フランキー 11月5日 サロン ミリオンダラー・ベイビー 5月28日 シネ８

ティム・バートンのコープス・ブライド 10月22日 シネ７ メ メタリカ：真実の瞬間 12月24日 サロン
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天国からの手紙 9月3日 キネ１ モ モーターサイクル・ダイアリーズ 1月15日 キネ１

デンジャラス・ビューティー２ 5月21日 シネ７ ヤ やさしい嘘 4月16日 サロン

ト トゥルーへの手紙 12月10日 サロン ラ ライフ・イズ・ミラクル 12月24日 キネ２

ドッジボール 7月30日 サロン ラヴェンダーの咲く庭で 12月24日 サロン

ドミノ 10月22日 シネ６ ランド・オブ・ザ・デッド 8月27日 シネ２

トリコロールに燃えて 1月22日 キネ２ リ リチャード・ニクソン暗殺を企てた男 8月20日 サロン

ナ ナショナル・トレジャー 3月19日 プラザ 霊　リョン 12月10日 キネ１

南極日誌 11月5日 ピカデ ル ルパン 9月23日 シネ４

ニ ニュースの天才 1月15日 サロン レ Ray　レイ 4月16日 ティア

ネ ネバーランド 1月15日 マジソ ０：３４　レイジ３４フン 11月12日 サロン

ハ ハービー・機械じたてのキューピッド 7月30日 シネ３ レーシング・ストライプス 5月21日 キネ１他

ハイド・アンド・シーク　暗闇のかくれんぼ 4月23日 サロン レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 5月17日 シネ７

バタフライ・エフェクト 7月23日 キネ１ ロ ロード・オブ・ウォー 12月17日 シネ５他

バッド・エデュケーション 8月6日 キネ２ ロボッツ 7月30日 シネ６・８

バットマン・ビギンズ 6月18日 シネ２・５ ロング・エンゲージメント 3月12日 プラザ

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 11月26日 シネ１他 ワ 私の頭の中の消しゴム 10月22日 シネ１

バンジージャンプする 7月9日 ピカデ エンドレスサマーⅡ 7月9日 オルブライト

ヒ ピアノを弾く大統領 9月3日 キネ１ コニー＆カーラ 7月6日 キネ１

Be Cool 9月3日 シネ５ サマリア 7月2日 キネ１

氷雨 9月10日 キネ１ 春夏秋冬そして春 7月9日 オルブライト

ヒトラー　～最期の１２日間～ 10月15日 サロン ベルヴィル・ランデブー 7月2日 キネ１

ビヨンドtheシー 6月18日 サロン ベルリン・フィルと子どもたち 7月2日 キネ１

フ ファースト・キス 9月17日 キネ１

ファンタスティックフォー 9月17日 シネ６

フォーガットン 6月4日 シネ２

舞台より素敵な生活 3月19日 サロン

ふたりの５つの分かれ路 11月26日 キネ２

宮
崎
映
画
祭


	洋画２００５

