
海ぞくのぜんめつをたくらむ死神サ
ラザールと伝説の海ぞくジャック・
スパロウが対決！全てののろいをと
く“ポセイドンのやり”をめぐる冒
険にドキドキ！

パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊 7/1
公開

中学年から
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のび太たちが大むかしの南きょく
へ！なぞの都市とうちゅう人の女の
子との出会いにワクワク、巨大なか
いぶつとのたたかいにドキドキ、こ
おってしまうドラえもんにハラハラ！

映画ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

8/2
リリース

低学年から

動物たちの街でおきる怪しい事件
のかずかず。ウサギの警官ジュディ
とキツネのニックがコンビを組ん
で、その謎を追いかける！小さい
けれど頑張るジュディをおうえんし
たくなる！

ズートピア リリース
中

中学年から

悪ものにともだちをさらわれてし
まった女の子を助けようと、プリキュ
アたちが立ちあがる！おねえちゃ
んたちが大好きだった、むかしの
プリキュアもとうじょうするよ！

映画プリキュアドリームスターズ！ 7/19
リリース

低学年から

おおきな虫たちとにんげんがくらす
世界をおそう悪のぐんだん！おひめ
さまナウシカが、彼らに立ちむかう。
小さなひこうきで空をとび、悪を
やっつけるナウシカがかっこいい！

風の谷のナウシカ リリース
中

低学年から

仮面ライダーエグゼイドと宇宙戦
隊キュウレンジャーが、力をあわ
せてちきゅうをねらう悪に立ちむか
う！おとうさん、おじいちゃんが子
供のころに大好きだったライダーと
戦隊も出てくるぞ！

仮面ライダー×スーパー戦隊 
超スーパーヒーロー大戦

8/9
リリース

低学年から

スーパーヒーロー、バットマンがレ
ゴブロックになってとうじょう！失
敗ばかりのあいぼうロビンに大笑
い、悪人ジョーカーとの戦いに手に
汗にぎっちゃう！

LEGO®バットマン ザ・ムービー 8/2
リリース

中学年から

のんきでぐうたらなパンダのポー
が、でんせつのせんしに選ばれて大
騒動！しっぱいばかりのカンフー特
訓に大わらい、悪いカンフー使いと
のたたかいに大せいえん！

カンフー・パンダ リリース
中

低学年から

ウルトラマンオーブがうちゅうま
じょぞくムルナウとあくのうちゅう
じんぐんだんと大げきとつ！あたら
しいウルトラマンたちやじんるいと
力をあわせてたたかうオーブをおう
えんしよう！

劇場版　ウルトラマンオーブ
絆の力、おかりします！

7/28
リリース

低学年から

いじめられていた耳の不自由な女の
子と彼女をいじめていたガキ大将
が、高校生になって再会。誰かを
傷つけることのおろかさ、誰かを許
すことの素晴らしさを教えてくれる
感動アニメ！

映画『聲の形』 リリース
中

高学年から

20年前に倒した宇宙人の科学力を
手にした人類。だが、さらにパワー
をました宇宙人が再び地球侵略
を開始！宇宙を飛びまわるメカの
数々 に興奮、力を合わせる人類に感
動！

インデペンデンス・デイ：
リサージェンス

リリース
中

高学年から

せんせいと子どもたちが歌っておど
る場面にワクワク、力を合わせて悪
のぐんたいからにげる場面にドキド
キ！ 音楽のじゅぎょうでならう「ド
レミの歌」も登場！

サウンド・オブ・ミュージック リリース
中

低学年から

島の中学校にやってきた先生と生徒
たちが合唱コンクールを目指す！ケ
ンカをしたり、悩みや苦しみを分け
合ううちに、バラバラだった歌や気
持ちがまとまっていくようすに心が
あつくなる！

くちびるに歌を リリース
中

高学年から

トリとにんげんのたくはいびんやさ
んが、おとうとをほしがっている男
の子に赤ちゃんをおとどけ！泣いた
り、どこかへいってしまう赤ちゃん
にハラハラ、かわいいすがたにニッ
コリ！

コウノトリ大作戦！ リリース
中

低学年から

いなかにひっこしたサツキとメイのし
まいが、ふしぎないきものトトロと
出あって大はしゃぎ！ねこバス、まっ
くろくろすけといった、トトロのかわ
いい仲間もいっぱい出てくるよ！

となりのトトロ リリース
中

低学年から

さかなの親子ニモとマーリンのしんゆ
うドリーには家族がいた！会いたい
のに住んでいた場所を忘れた彼女と
一緒に、広い海で家さがし！次々 と
おとずれる危機、ゆかいな海のいき
ものたちにこうふん！

ファインディング・ドリー リリース
中

中学年から

妻を亡くし、仕事もクビに。自殺を
考える男の家の向かいに、騒がし
い外国人一家が越してきた！彼ら
に振り回される姿に笑って、いつし
か家族のような仲になってしまう姿
に感動。

幸せなひとりぼっち 7/5
リリース

高学年から

南の島にくらしている女の子モアナ
が、島をおそう悪を倒すたびにでる！
きけんとおどろきがいっぱいのぼう
けん、かわいくてゆうかんなモアナ、
ゆかいな仲間たちにむちゅう！

モアナと伝説の海 7/5
リリース

低学年から

いまの日本にゴジラが現れたら？
政治家、科学者、自衛隊はどうす
るのか？まるでドキュメントを見て
いるように描かれる、ゴジラとの戦
いにドキドキしっぱなし！

シン・ゴジラ リリース
中

高学年から

地球で迷子になった宇宙人と人間の
少年が友だちに。宇宙人をカゴに乗
せて走る自転車が不思議な力で空を
飛ぶばめんにおどろき！あくしゅの
かわりに指と指をくっつけあうあいさ
つは真似したくなる！

E.T. リリース
中

中学年から

失踪した少年の死体を探す旅に出
た、男子4人組！ 泣いて、笑って、
ケンカしながら成長していく彼らの
姿に、友だちや旅ってイイなと思っ
てしまう！

スタンド・バイ・ミー リリース
中

高学年から

おおかみおとこだったお父さんが
死んでしまい、町からいなかへ引っ
越した人間のお母さんとふたりの
子ども。大自然とふれあいながら、
たくましく育っていく子供たちにジー
ンときちゃう！

おおかみこどもの雨と雪 リリース
中

中学年から

ある子は馬に乗り、ある子は野生どう
ぶつのいる野原を走り、ある子どもは
22kmの道を歩く。さまざまな国の子
どもたちが通学する姿に興味しんし
ん、どんなに大変でも勉強したい彼
らの気持ちに共感！

世界の果ての通学路 リリース
中

高学年から

夢のなかで見知らぬ少年と少女の
心と体が入れ替わる、そうだいで不
思議でスリリングな物語！時間も
場所も別々 のふたりが力を合わせる
クライマックスに大こうふん！

君の名は。 7/26
リリース

中学年から

宇宙刑事ギャバンと特捜戦隊デカレ
ンジャーが、映画できょうえん！ギャ
バンのレーザーブレード、デカレン
ジャーのディーマグナム、そしてあつ
いゆうじょうを武器に、宇宙を狙う
陰謀にたちむかう！

スペース・スクワッド
ギャバンVSデカレンジャー

7/19
リリース

中学年から

“ハリー・ポッター”より前の魔法界
を舞台にした新しい物語！魔法動
物博士が、街に逃げ出した魔法動
物たちを追いかけ、ゆかいでスリ
ル満点な騒動がまきおこる！

ファンタスティック・ビーストと
魔法使いの旅

リリース
中

中学年から

死んでしまったお父さんが残した
メッセージが、ニューヨークのどこ
かに！それを探す少年のぼうけんに
ワクワク、彼を見まもるお母さんの
やさしさにウルウル！

ものすごくうるさくて、
ありえないほど近い

リリース
中

中学年から

不思議な能力を持つ子どもたちが、
その力を狙う悪人と激突！奇妙で
ゆかいな子どもたちの姿や行動に
ワクワク、彼らを見守る先生の優し
さにジーンとくる！

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち リリース
中

高学年から
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グルーにふたごのきょうだいがいるこ
とがわかってビックリ！かれはわる
ものか、グルーとなかよくなれるの
かドキドキ。つぎつぎととびだすメ
カやはちゃめちゃなミニオンたちにむ
ちゅうになっちゃう！

怪盗グルーのミニオン大脱走 7/21
公開

低学年から

レーサーだったマックィーンがじこ
にあって大けが！またレースで走り
たいともうれんしゅう、大とっくん！
レースをはしる、いろいろな車もかっ
こいい！

カーズ／クロスロード 7/15
公開

低学年から

魔女の花を見つけたのがきっかけで
不思議なちからを身につけた少女
が、魔法だいがくへ入学。おどろき
いっぱいな魔術のべんきょう、ハラ
ハラする魔法を使った戦いとぼうけ
んに大まんぞく！

メアリと魔女の花 7/8
公開

中学年から

きょう悪な古代エジプトの王女が五千
年のねむりからふっかつ！邪悪なパ
ワーで現代の人間たちにふくしゅうし
ようとする王女に1人の男が果敢に立ち
向かう！迫力まんてんの戦いに、最後
まで目がはなせない！

ザ・マミー／呪われた砂漠の王女 7/28
公開

高学年から

落ちこぼれ高校生たちが見つけた、光
る不思議なコイン。それに導かれ、地
球を守るパワーレンジャーへと変身！
スーパー・パワーと恐竜型メカをくしして
戦い、さらに強力な敵に合体ロボで挑
むバトルに大こうふん！！

パワーレンジャー 7/15
公開

高学年から
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