
シアターカフェ上映記録　実写(一部アニメーション作品含む） 2012.4～2019.2末まで　
主催事業のみ※大開放祭、レンタル
除く

ひにち 特集タイトル 作品 監督
2012年

1 4/5 オープニング記念　前田弘二特集 鵜野（2005年/26分） 前田弘二

ラーメン（2006年/10分） 〃
2 4/21～27 NO NAME FILMS ニューキッズオンザゲリラ（2011年/15分） 阿部綾織/高橋那月

トビラを開くのは誰？(2011年/15分） 伊月肇
バーニングハーツ(2011年/15分） ジェームス・マクフェイ
日曜大工のすすめ(2011年15分） 吉野耕平
遠くはなれて(2011年15分） 廣原 暁
わたしたちがうたうとき(2011年/15分） 木村有理子
路上(2011年/15分） 山川公平
ふたつのウーテル(2011年/15分） 田崎恵美
ぬくぬくの木(2011年/15分） 片岡翔
閑古鳥が泣いてたら(2011年/15分） 小林岳

3 5/12～18 白石晃士監督特集 超・暴力人間（2010年/20分） 白石晃士

ハイパーミニマルムービーズ！（2011年/16
分）

中川究矢/白石晃士/寺内康太郎

4 7/7～13 「救命士」「世界の短編映画　アジア篇」 救命士（2011年/日本/20分） 完山京洪

RESPIRE 呼吸(2005年/台湾/15分) ウィ・ディン・ホー

SLOWLY SILENTLY(2003年/韓国/14分) ジノ・パーク

わたしが沈黙するとき(2007年/日本/18分） 山本兵衛

5 8/11～17
世界の短編映画　フランス・インディーズ
事情編

わたしは地球で悦びを知った　（2010年/30
分） 

ジャン－バティスト・ド・ロービエ

ええ　たぶん（2007年/7分） マリリン・カント

雪どけ　La fonte des glaces　（2010年/30分）
 

ジュリアン・ラシュレー／ステファン・
レイモンド

6 8/18～20 恋の予感 純子はご機嫌ななめ（2010年/24分） 谷口雄一郎
エイプリル（2011年/29分） 内田裕基

好きなんかじゃない！（2012年/30分） 亀山睦実

「逢えない時間」「夏祭り」（計６分） 伊藤佳代子
7 9/1 ロス暴動の真実(78分） ロス暴動の真実(78分） デビット・キム
8 9/22～28 世界の短編映画　子供はつらいよ編 ウィズダムディ　（2001/14分/アメリカ） 山本兵衛

唾（2007／15分／ブラジル） Esmir Filho
霧（2008／15分／シンガポール） Anthony　Chen
リクエスト（2002／15分／アメリカ・韓国） Jinoh　Park

9 9/29～10/5 恋する小説家（2011年/41分）＋メイキング 恋する小説家（2011年/41分）＋メイキング 上田慎一郎
10 11/3～9 帰ってきたナゴヤメン映画まつり 名古屋MEN’S物語（2010年/20分） 伊藤秀隆

キシメンちゃん（2010年/20分） 城定秀夫
11 11/23～12/7 Good　Luck　恋結びの里（2012年/57分） Good　Luck　恋結びの里（2012年/57分） 瀬木直貴

12 1/5～7
あいち国際女性映画祭2012SF勝手にセレ
クト上映会

ボトルシップ（2012年/31分/日本） 金谷真由美

春節（2012年/15分/中国） 曹静（ツァォ・チン）

つきのひかり（2011年/18分/日本） 伊藤晴菜

13 1/12～18
冬のアルパカ完成記念　原田裕司監督特
集上映

コーヒー　（2006年／20分） 原田裕司

しがないマスターのある日のできごと　（2010
年/7分）

〃

壁女　（2011年／17分） 〃

苦顔（2011年／20分） 〃

冬のアルパカ（2012年／30分） 〃
14 1/26～2/1 世界の短編映画　ドキュメンタリー編 滴が何を知る？ （2007/12分/ドイツ） Jan Zabeil

女性の肖像（2007/15分/イラン） Tinatin Gurchiani

カルカッタが呼んでいる　（2006/16分/インド） Andre Hormann
Shall　We　Sing?　（2007/20分/日本・アメリ
カ）

東谷麗奈

15 2/16～2/22
かえってきたナゴヤメン映画まつりリター
ンズ！

名古屋MEN’S物語（2010年/20分） 伊藤秀隆

キシメンちゃん（2010年/20分） 城定秀夫
16 3/22～25 赤猫★×（かける）４ 赤猫（2004年/42分） 大工原正樹

×4（2008年/38分） 万田邦敏
17 3/30～4/5 ロスト・マイホーム ロスト・マイホーム(2012年/49分) 辻野正樹
18 4/20～5/6 杉野希妃という女性（ひと） 大阪のうさぎたち（2011年/70分/韓国、日本） イム・テヒョン

避けられる事（2010年/21分/日本、マレーシ
ア）

エドモンド・ヨウ

オムニバス『まぶしい一日』より「宝島」（2006
年/50分/韓国）

キム・ソンホ

マジック＆ロス（2010年/８２分/日本、韓国、
マレーシア、香港、フランス、アメリカ、中国）

リム・カーワイ

19 5/11～17
ダンス・フィルム・フェスティバルinシアター
カフェ

勅使河原三郎～不可視のダンス（2005年/57
分）

エリザベット・コロネル

One　flat thing,reproduced（2006年/26分） ティルリー・ドゥ・メイ

ブラック・パビリオン（2006年/24分） ピエール・クーリブフ

パソドブレ（2006年/41分） アグスティ・トレス

ホテルの一部屋でのたわごと（2005年/25分）
フィリップ・バルサンスキ、ダイナラ・ト
フォリ

ラ・マダー（2006年/26分） バンジャマン・シルヴェストル

ガスパール・コンツェルト（2001年/25分） シルヴィー・ブルム、フランソワ・ヴェレ

スカル・カルト（2002年/25分） フルストフ・バーグ

ドミニク・メルシー、ピナ・バウシュを踊る（2003
年/56分）

レジス・オバディア

20 6/7～13 世界の短編映画　映像旅行篇 WAVES（2007年/15分/ルーマニア） アドリアン・シタル

YES MAYBE（2007年/7分/フランス） マリリン・カント

SOLDIER 7（2007年/21分/スウェーデン） マシュー・アレン

LONE RIDER（2007年/3分/オーストラリア）
カシミール・バージェス＆エドウィン・
マクギル

AT NIGHT（2007年/17分/アメリカ） 山本兵衛
21 6/22.23.29.30 飯塚貴士×川村清人監督特集上映 forgive（2010年/28分） 川村清人

新しい生活（2012年/36分） 川村清人

エンカウンターズ（2011年/20分） 飯塚貴士

THEATER OF THE DEAD（2013年/4分） 飯塚貴士

GREAT ROMANCE プロローグ（2013年/3分） 川村清人＆飯塚貴士

2013年



22 7/26～29 ぼくだけの宿題　耳井啓明監督特集 ぼくだけの宿題（2012年/61分） 耳井啓明

ゴロゴロ（2008年/6分） 〃

湯気（2009年/15分） 〃

ミリモ・センチモ（2008年/50分） 〃

忘れた日（2011年/３３分） 〃

mobile message（2009年/16分） 〃
23 8/3.4 西村喜廣監督初期作品特集上映 THE FACE（1981年/33分） 西村喜廣

聖者が街にやって来た（1982年/48分） 〃

偽国（1983年/52分） 〃
24 8/9～15 世界の短編映画　アメリカの青春 ODE　ビリー・ジョーの歌（1999年/48分） ケリー・ライカート

A GlLANCE APART（1998年/41分） 山本兵衛

25 9/20～23
映画美学校☆勝手にセレクト01「スケア
リーモンスターズ」「乱心」

スケアリーモンスターズ（2012年/48分） 谷脇邦彦

乱心（2011年/57分） 冨永圭祐

26 9/27～30
田村専一監督特集上映＋田村映画祭in名
古屋

ココロノオト（2011年/55分） 田村専一

シャララ（2009年/１分） 〃

あけたことのないとびら（2013年/5分） 〃

姉と妹（2013年/4分） 〃

切符師（2009年/28分） 高嶋義明

カツヤ（2011年/3分） 新井健市
つましくんとあそぼ！（2012年/ 5分30秒） バナ子

おっさんスケボー（2012年/5分） 新井健市
溺れる魚（2011年/4分） 頃安祐良
多摩川怪獣無法地帯（2012年/4分）/多摩川
怪獣無法地帯2 （2012年/5分）

田口清隆

上下浮雲（2012年/4分） 齋藤ナスカ

カリカゾク（2012年/20分） 塩出太志

うんこちんちん学園（2013年/5分） 田村専一

27 10/11～14
「橙と群青」完成記念　赤羽健太郎監督特
集上映

博士の部屋（2008年/25分） 赤羽健太郎

金糸雀は唄を忘れた（2008年/33分） 〃

桜トイレ（2012年26分） 〃

橙と群青（2013年/約70分予定） 〃

U（2010年/5分） 〃

28 10/26～11/1
「できる子の証明」＆原田裕司監督作品特
集上映リターンズ

できる子の証明（2013年/76分） 原田裕司

しがないマスターのある日のできごと（2010年
/7分）

〃

冬のアルパカ（2012年／30分） 〃

壁女（2011年／17分） 〃

コーヒー（2006年／20分） 〃

カタハイヒコウ（2009年/32分） 〃

苦顔（2011年／20分） 〃

29 11/9.10
フィンランド短編映画上映会in名古屋byシ
アターカフェ

Lauantai　土曜日 Saturday （2005年/3分） アンナ・ ヴィルタネン

Järvi　湖 The Lake （2006年/9分） マーリット・ラッリ

Miten marjoja poimitaan ベリーの摘みかた
（2010年/19分）

エリナ・タルベンサーリ

Perintö　継承 Legacy（2008年/6分） テーム・ニッキ

Mun sydän, mun vika　わたしの心、わたしの
欠点 My Heart, My Bad（2009年/25分）

マリ-カイス・モノネン

30 11/30.12/1 恋の予感Vol.2 ぼくだけの宿題（2012年/61分） 耳井啓明

大雄山線に乗って（2013年/15分） 勝又悠

リンと秋（2013年/9分） 亀山睦実
31 12/7.8 脚本家＆監督　井川耕一郎の世界 追悼映画　玄関の女（2011年/5分） 井川耕一郎

弱い魂（2012年/11分） 〃

寝耳に水（2000年/34分） 〃

32 1/11～13
新春初笑いスペシャル！新井健市監督作
品で笑顔の1年に☆

おっさん☆スケボー（2012/4：20） 新井健市

カツヤ（2011/5分） 〃

バームクーヘン（2010/3分） 〃

ニトロ（2008/18分） 〃
33 2/15～21 東京スクリーム・クイーン映画祭in名古屋 エターナル・プリンセス（2013/5：00/アメリカ） ケイト・ラミー＆アリソン・ローム

ドール（2011/ 9：20/カナダ） カレン・ラム

ママとモンスターたち（2011/8：30/アメリカ） ケイト・ツァング

FALLING（2010/26:00/日本） 加藤麻矢

キラ―ズ （2012/11：00/アメリカ） レベッカ・マケンドリー

さまよう心臓　（2011/10：00/日本） 秦 俊子

ジャンプ！（2009/4：00/イギリス） ルイ―ザ・フィールデン

共食い（2009/9：40/スペイン） ジジ・ロメロ

貧血　（2013/21：00/日本） 加藤麻矢

シェルター（2012/ 8：00/アメリカ） イブ・エデルソン

オレンジ郡殺人鬼（ 2012/13：50/アメリカ） ケイト・ダウナー

殺人子守歌（2010/ 4：00/イギリス） ローラ・ホワイト

記念日のディナー（2012/ 12：00/アメリカ） ジェシ・ゴータ

ドア（2011/5：00/アメリカ） マリシェル・デイウォルト

暗闇（2012/ 11：00/アメリカ） ヘレン・トゥロン

香港ドリーム（2012/15:00/香港） ラム・サック・チン

HIDE&SEEK（2013/11:00/日本） 朝倉加葉子

ハリウッド・スキン（2010/10：30/カナダ） モード・ミショー

集会（2013/17:00/カナダ） カレン・ラム

34 3/8～14
ポーラーサークル～未知なる漫画家オム
ニバス

サメナイユメコは選択した(2013年/24分) 羽生生純

O星人来襲(2013年/12分) 古泉智浩

男女大戦(2013年/40分) タイム涼介

その部屋でかたくなったり やわらかくなったり
キスをしそこなったり(2013年/25分) 

枡野浩一

35 4/19.20 フェアトレードボーイ（30分） フェアトレードボーイ（2014年/30分） 川村清人

36 4/26～28
「子宮に沈める」公開記念緒方貴臣監督
特集上映

体温（2011年/72分） 緒方貴臣

終わらない青（2010年／66分） 〃

2014年



37 4/29～5/9
「ほとりの朔子」公開記念深田晃司＆杉野
希妃特集上映

東京人間喜劇（2009年/140分） 深田晃司

いなべ（2013年/38分） 〃

ざくろ屋敷　バルザック『人間喜劇』より（2006
年/48分）

〃

避けられる事（2010年/21分/日本、マレーシ
ア）

エドモンド・ヨウ

残香（2013年/13分/日本、マレーシア） 〃

桜桃書簡（2013年/15分） 杉野希妃

38 5/17～23
正気か、狂気か、日本映画界の異端児
中川究矢短編特集上映

クラッキングライフ（2014年／42分） 中川究矢

「核廃棄物を巡る近未来SF短編（仮）」（超新
作。これから撮影／10分程度）

〃

放電（2009年／28分） 〃

Vision（2011年／4分） 〃

日蝕（2012年／35分） 〃

無限（2013年／4分） 〃
39 6/6～3/8 伊参スタジオ映画祭セレクションVol.1 少年笹餅（2005年/38分） 岩田ユキ

貝ノ耳（2004年/33分） 杉田愉
40 7/19～25 ほとりの朔子（2013年/125分） ほとりの朔子（2013年/125分） 深田晃司

41 8/2～8
KAZUYA世界一売れないミュージシャン
（2012年/96分）

KAZUYA世界一売れないミュージシャン（2012
年/96分）

田村紘三

42 8/13～18
スキマスイッチ/8ミリメートルほか岩田ユ
キ監督短編特集

スキマスイッチ/８ミリメートル（2009/29分） 岩田ユキ

新ここからの景（2003/15分） 〃

卵黄のきみ（2002/3分） 〃

窓越しに見えるは（2003/6分） 〃

僕はコッソリ泣きました(2002年／6分） 〃

プールの母（2002年/7分） 〃
43 9/27～10/3 39窃盗団（2011年/113分） 39窃盗団（2011年/113分） 押田興将
44 10/11～17 特異なカップルほか松本卓也監督特集 特異なカップル（2008年／50分） 松本卓也

帰ろうYO！（2014年/38分） 〃

45 11/1～11/7
「あの娘、早くババアになればいいのに」
公開記念頃安監督特集

降霊〜さよなら。そして、おかえり〜(2012年
/22分)

頃安祐良

想いは壁を通り抜けて、好きな人に逢いにいく
(2011年/55分)

〃

結婚式前日(2013年/6分) 〃

ひからびた肌(2012年/33分） 〃

ぴかぴか(2012年/33分) 〃
46 11/22.23 大橋裕之　本屋フェスティバル？！ A・Y・A・K・A（2008年/35分） 大橋裕之

A・Y・A・K・O（2013年/25分） 〃

47 12/6～12
「恋のプロトタイプ」＆中村公彦監督短編
特集

恋のプロトタイプ（87分） 中村公彦

もうひとりのルームメイト　（2012年/30分） 〃

はじめての悪魔祓い　（2014年／17分） 〃

スルー・ロマンス　（2013年／45分） 〃

48 1/10～16
ショートストーリーなごや「笑門来福」制作
記念　酒井麻衣監督特集

棒つきキャンディー（2012年／28分） 酒井麻衣

神隠しのキャラメル（2013年/35分） 〃

金の鍵（2014年/61分） 〃
49 2/14～20 山陽西小学校ロック教室（2013年/43分） 山陽西小学校ロック教室（2013年/43分） 本田孝義
50 2/21～27 すいっちん　バイブ新世紀（2011年/60分） すいっちん　バイブ新世紀（2011年/60分） 笹谷遼平
51 3/7～13 39窃盗団（2011年/113分） 39窃盗団（2011年/113分） 押田興将

52 3/21～27 渡辺護自伝的ドキュメンタリー
糸の切れた凧　渡辺護が語る渡辺護（2011年
/122分）

井川耕一郎

つわものどもが遊びのあと　渡辺護が語るピ
ンク映画史（2012年/138分）

〃

紅壺（1965年/75分） 渡辺護

渡辺護が語る自作解説　新人女優を撮る
（2012年/30分）

〃

（秘）湯の町　夜のひとで（1970年/75分） 〃

渡辺護が語る自作解説　エロ事師を撮る
（2012年/30分）

〃

53 4/11～17 田崎恵美大全 アンナと二階の部屋（2009年/15分） 田崎恵美

海にしずめる（2013年/53分） 〃

ハイランド（2009年/68分） 〃

ふたつのウーテル（2010年/15分） 〃
54 4/26～5/6 惑星ミズサ（2014年/96分） 惑星ミズサ（2014年/96分） 佐藤竜憲
55 5/9～15

第2回スクリーム・クイーン映画祭ｉｎ名古
屋

ビジター(2011年/10:45/カナダ) クリスティン・アンダーソン・ソーヴ

創作者（2009年/12:00/ オーストラリア） エマ・ロザンスキー

モンスター（2012年/9:50/カナダ） デブラ・バーンズ

訪問者（2013年/4:20/カナダ） ヨバンカ・ブコビッチ

ガールファイト（2014年/3:00/カナダ） ジェン・ソスカ＆シルビア・ソスカ
ロンリー・ガール（2012年/10:00/オーストラリ
ア） 

リン・ヴィンセント・マッカーシー

エンスト（2013年/8:35/カナダ） カレン・ラム 
ネクロマンサー（2012年/15:10/アメリカ） ローリー・ボーウェン

イノセンス（2012年/12:00/カナダ） ヨバンカ・ブコビッチ

マタドール（2013年/3:00/カナダ） ジジ・ソール・ゲレロ 
コール・ガール（2014年/5:50/アメリカ） ジル・シックス・ガヴァーギジアン

シェアハウス（2010年/15:40/オーストラリア） ブリオニー・キッド

殺人フィルム（2009年/3:10/カナダ） モード・ミショー 
人間卓子（2013年/14:30/カナダ） イザベル・グロンディン 
精肉店（2013年/6:50/スペイン） マリア・サンチェス・テストン

死ぬ為の５つの方法（2013年/15:10/キプロス
共和国） 

ダイナ・パパダキ

56 6/20～26 父の愛人ほか迫田公介監督特集 父の愛人（2012年／38分） 迫田公介

この窓、むこうがわ（2004年/18分） 〃

の、なかに（2005年/20分） 〃
57 6/28～7/1 あがた森魚のピクチャーロックショウ６月 あがた森魚
58 7/11 うんこ映画祭 公募
59 7/18～24 谷口雄一郎大全 純子はご機嫌ななめ（2010年/24分） 谷口雄一郎

ゆびわのひみつ（2012年/ 16分） 〃

2015年



彼女がドレスを脱ぐ理由（2014年/ 19分） 〃

AlmondTaste（2013年/ 5分） 〃

Selfish.(ButKind) （2013年/48分） 〃
60 7/25.26 フェアトレードボーイ２ フェアトレードボーイ２（2015年/30分） 川村清人

フェアトレードボーイ（2014年/30分） 〃
61 10/10～16 佐近圭太郎監督×池松壮亮監督上映会 家族の風景（2013／37分） 佐近圭太郎

灯火（2012／32分） 池松壮亮
62 11/21～23 愛フェス 死神ターニャ（2013年/80分） 塩出太志

ロード・オブ・ツリメラ（2014年/72分） 〃

カモン、ボルテージ！（2015年/21分） 佐藤美百季

ラブリースケーター（2014年/3：39） 藤木裕介

side show（2014年/13分） 加藤啓介

FRESH MINT（2014年/30分） 吉田真由香

リセット（2014年/９分） 塩出太志

明日に向かって（2014年/2分17秒） 田村専一
キープ（2014年/23分） 〃

あたしがパンツを上げたなら（2012年／10分） 野本梢

セラミド（2005年/１０分） 真田幹也

Ｔｈｅａｔｅｈａｒ　Ｃａｆｅ　Ｗａｒｓ（2015年/7分） 飯塚 貴士
obake(2014年/3：30） 〃

おちんちんの悩み（2014年／1分22秒） 香取 剛

ラブ&ピー（2015年／2分2秒） 〃
63 12/11～13 「私は渦の底から」ほか野本梢監督特集 あたしがパンツを上げたなら（2012年／10分） 野本梢

もう、いいかな。（2013年／8分） 〃

猫癖（2013年／19分） 〃

青三十二才（2014年／19分） 〃

オー・マイ故郷～ヒガハス～（2014年／13分） 〃

私は渦の底から（2015年／27分） 〃

愛しのマミー（2015年／16分） 〃

64 12/23～27
「4/猫（ねこぶんのよん）」公開記念パンポ
コピーナ上映会

彼女の告白ランキング(2014年/21分） 上田慎一郎

Last Wedding　Dress（2015年/23分） 〃

マシュマロ×ぺいん（2013年/40分） ふくだみゆき
こんぷれっくす×コンプレックス（2015年/25
分）

〃

65 1/23～29 おコメダーズの映画まつり そして鬼になる（2013年/22分） 田代尚也
勃ち上がれ！ちんこーくん！（2014年/13分） 〃

女子大生怪奇倶楽部　～怪奇！ストーカー幽
霊～（2012年/12分）

〃

RUN ゾンビ RUN(2010年/13分) 世志男
ゆっくりしてけよフェアリーテール(2010年/12
分)

中村公彦

女子！読み切り！コミックワールド！(2014年
/8分）

破れタイツ（吐山ゆん・西本マキ）

すとーかー(2015年/18分) 〃

66 2/13～19
第3回東京スクリーム・クイーン映画祭ｉｎ
名古屋

頼み事（2015年/10:00/アメリカ) イジー・リー

ピンク(2014年/11:35/オーストラリア) リン・ヴィンセント・マッカーシー
トイレノオバケ(2014年/19:10/韓国) チョーヒー・チャン
悲しみの家（2013年/13:00/メキシコ） ソフィア・カリッジョ
子羊(2014年/22:30/オーストラリア) ハイディ・リー・ダグラス
ハンター（2015年/9:20/カナダ) カースティン・カーシュウ
胎児（2012年/14:50オーストラリア） ナタリー・エリカ・ジェームズ
モンスター（2014年/17:50アメリカ) シャノン・ラーク＆ローリー・ボーウェン
バグバーグ（2015年/3:08/日本) 大寳ひとみ
蛇使いの子守唄（2014年/12:45カナダ・アメリ
カ)

パトリシア・チカ

マディ（2014年/20:50アメリカ) クロエ・オクノ
牙（2015年/05:30/オーストラリア) ルーシー・ゴールドソープ
カラスの家(2015年/20:35/カナダ) アシュリー・フェスター
はらわた（2014年/4:00/アメリカ) ローレン・モリソン
ルーム55（2014年/21:40/イギリス) ローズ・グラス
修道女（2014年/9:40/イギリス) アリス・ロウ
変異（2014年/15:10/アメリカ) バーバラ・ステパンスキー

67 3/4～6 監督　真田幹也特集上映 Lｉｆｅ Ｃｙｃｌｅｓ（2007年/21分） 真田幹也
キスナナ the final（2013年/15分） 〃

道玄坂事変（2013年/5分） 〃

オオカミによろしく（2014年/20分） 〃

俺のヒロイン（2014年/11分） 〃

68 3/11～13
ウェルカム　ファンタジスタ！木場明義監
督特集

サイキッカーZ（2016年/7分） 木場明義

さよならファンタジー（2015年/20分） 〃

ハワイアンドリーマー（2011年/30分） 〃

HATTORI!!!!（2014年/20分） 〃

昼下がりに死闘（2012年/７分） 〃

山に登ろう！（2013年/20分） 〃

キャッチボールとヘヴィメタル（2007年/14分） 〃

スリッパと真夏の月（2015年/30分） 〃
69 3/26～4/1 ドクムシ公開記念朝倉加葉子監督特集 きみをよんでるよ(2010年/26分)　 朝倉加葉子

HIDE and SEEK(2013年/11分) 〃

試写室（2014年/8分） 〃

リアル鬼ごっこ・ライジング【佐藤さんの正
体！】(2015年/40分)

〃

70 5/13～15
キユミとサユル　10周年記念アニバーサ
リー上映会

キユミの肘　サユルの膝（2006年 / 5分） 杉田　愉
キユミの詩集　サユルの刺繍 （2010年 / 30
分）

〃

キユミの森　サユルの澱（2013年 / 16分） 〃
キユミの桃子　サユルの涼花（2015年 / 26
分） 

〃
71 5/27～30 スタジオリマップ特集上映 キバボット（2004年/5分） YORIYASU

うおっ部長（2006年/ 10分） 〃

RE：Map（リマップ（2008年/11分）　+　エンディ
ング『もう、あかん。RE：Map Ver』　（4分）

〃

2016年



OROKA（オロカ）（2010年/15分） 〃

嫌われ者のラス（2012年/18分） 〃

Paper Cranes Story（ペーパークレーンストー
リー）　（2013年/27分）

〃

72 6/4 うんこ映画祭 うんこかるた 他
73 7/1～7/4 でび映画まつりin名古屋 煩能力（2013年／23分） 小林でび

Ici,la et partout（2013年2分）/肛門的重苦
（2013年/2分）

冠木佐和子

乱波（2014年／5分）/突破（2012年/2分） 中島悠喜
セッションズ傑作選（30分） 小林でび
キリミと魚人間（2015年/75分） 〃

74 8/13.14 かげやましゅう「チェンジ」上映会 チェンジ（2016年/10分） かげやましゅう
ウィーウィルの蜜のジュース（2012年/16分） 〃

モロヘイヤWAR（2003年/60分） 〃

75 8/20.21
「退屈に効くクスリ」Vol.1亀山睦実監督&野
本梢監督のコラボ上映イベント

ゆきおんなの夏（2016年/47分） 亀山睦実

恋はストーク（2014年/5分） 〃

好きなんかじゃない！（2012年/30分） 〃

青三十二才（2014年/19分） 野本梢
私は渦の底から（2015年/27分） 〃

スプリング・イン・ソイソース（2016年/13分） 〃
76 10/1.2 木村知貴映画祭in名古屋 TUESDAYGIRL（2011年/44分） 今泉力哉

きたかたたけとし（2012年/28分） 内藤壮平
堀人』（2010年/18分） 〃

明日から嫁は産休です（2012年/16分） 須田虎太郎
吾輩は木村の猫である（2013年/12分） 片岡翔
ヒゲとりぼん（2012年/28分） 〃

捨て看板娘（2014年/32分） 川合元
ご祝儀（2011年/23分） 甲斐博和
犬のようだ（2012年/44分） 〃

トゥルボウ（2011年/19分） 多田昌平
ひとまずすすめ（2014年/30分） 柴田啓佑

77 10/16.17 Musical Of Japan 上映会ツアー 2016夏 ! 
ミュージカル短編『MY☆ROAD MOVIE』(2016
年/29分)

角川裕明

ミュージカル短編『ユメのおと』（2013年/25分) 〃

ミュージカル中編『街の音、なにがしの唄』
(2010年/50分)

鈴木研一郎

78 11/4～7
「湯を沸かすほどの熱い愛」公開記念　中
野量太監督の4つの家

沈まない三つの家（2013年/69分） 中野量太

お兄チャンは戦場に行った!?（2013年/29分） 〃
79 11/19 うんこ映画祭傑作選

80 12/17.18
『手のひらを太陽に』ほか岩崎友彦監督特
集

手のひらを太陽に（2016年/86分） 岩崎友彦

ami?amie? つきあってねーよ！(2013年/52分) 〃

ややこしい関係（2013年/12分） 〃

大きな春子ちゃん（2014年/3：30） 〃

モザイクマン（2015年/3：30） 〃

BOOB　SLINGER（2016年/3：30） 〃

81 1/20～23
タクシードライバー祗園太郎 THE MOVIE
すべての葛野郎に捧ぐ

タクシードライバー祗園太郎 THE MOVIE す
べての葛野郎に捧ぐ（2014年/56分）

永野宗典

82 2/3～6 堕ちる 堕ちる（2016年/29分） 村山和也

83 2/18.19.25.26
第4回東京スクリーム・クイーン映画祭in名
古屋

クレイジー（2015年/14：20/フランス） レベッカ・フィエスキ

マザーズデー（2015年/6:45/カナダ） ジジ・サウル・ゲレロ
ディスコ・インフェルノ（2015年/11：20/スペイ
ン）

アリス・ワディントン

蠢く水（2015年/10分/日本） 篠原三太朗（本名：篠原美里）
エクステ（2016年/15分/アメリカ） ジル・ガヴァーギジアン
ビデオヘル（2015年/15：15/イギリス） プラノ・ベイリーボンド
キラー・タンポン（2015年/7分/アメリカ） ジーン・ジョー
さよならの壁（2016/20：22/日本） 三宮英子
家政婦（2015年/15分/中国） トン・ジョー
肉欲（2015年/8：15/アメリカ） ミラ・ツオ
インプラント（2015年/15：45/アメリカ） アーカーシャ・スティーブンソン

パペットマン（2016年/9：10/アメリカ） ジャックリーン・カステル
84 3/24～27 『ソーリーベイベー』名古屋上映 ソーリーベイベー（2015年/64分） 田村専一

ホリメンタリー（2016年/23分） 〃

Good Time（2016年/9分） 〃

キープ（2014年/23分） 〃
85 4/8.9 『憂鬱な花』ほか堀井彩監督特集 暗闇に抱かれて（1993年/52分） 堀井彩

東京女（1998年/36分） 〃
スターチャイルド（2013年/80分） 〃
既読スルー（2016年/46分） 〃
サークルゲーム（2017年/53分） 〃
東京、吐息、自死（2015年/29分） 〃
憂鬱な花（2016年/63分） 〃

86 5/12～14
『劇場版ルノアール兄弟』完成記念特別上
映会

劇場版 ルノアール兄弟（2016年/20分） 大橋裕之

A・Y・A・K・A（2008年/35分） 〃
A・Y・A・K・O（2013年/25分） 〃

87 5/20.21 『野生のなまはげ』ＤＶＤ発売記念上映会 野生のなまはげ（2016年/77分） 新井健市

88 6/3
第7回うんこ映画祭＋ 特殊似顔絵 in 名古
屋

PSYCHE～プシュケ～ほか

89 6/17.18.24.25 『×××KISS KISS KISS』 ×××KISS KISS KISS（2015年/168分） 矢崎仁司

90 7/8.9
『ビューティフル　アイランズ～気候変動
沈む島の記憶～』上映会

ビューティフル　アイランズ～気候変動　沈む
島の記憶～』(2009年/106分）

海南友子

91 7/29.30
特別企画　『御前珠里（みさき あかり）/レ
ゾンデートル』上映会

御前珠里/レゾンデートル』（2016年/90分） 大股戒次郎

92 8/19.20 大須にじいろ映画祭2017 鏡（2015年／35分）　 藤井三千
月を、さがしている（2014年／42分） 〃
はだか（2014年/7分） 〃
群青に染まる（2016年/14分）　 岩村高志

2017年



ふたり（2015年/32分） 田丸さくら
いとしいひと（2016年/19分）　 丸山夏奈

93 9/23.24
野本梢監督特集上映２～こずえってぃWith
ますもってぃ

わたしが発芽する日（2016年/27分） 野本梢

朝をこえて星をこえて（2017年/22分） 〃
あたしがパンツを上げたなら２（2017年/14分） 〃
はじめてのうみ（2017年/16分） 〃
フォトジェニック（2017年/14分） 〃
べつに友達はいないわけじゃない（2015年/3
分）

増本竜馬

明日の空は何色ですか（2017年/25分）　 〃
94 10/21～23.27 『尊く厳かな死』 尊く厳かな死（2015年/60分） 中川 駿
95 11/3～6 愛フェス2017 時時巡りエブリデイ（2017年/71分） 塩出太志

リセット（9分） 〃
瞳を閉じて（3分） 田村専一 
くゆるひ（23分） 宮原周平
星野夢TV（10分） 高嶋義明
おっさんスケボー（5分） 新井健市
good time（9分） 田村専一 
カモン、ボルテージ！（22分） 佐藤美百季
明日に向かって（3分） 田村専一
いつかのタカハシ（14分34） 原田裕司
おばけナンバーワン（5：31） 飯塚貴士
中年よ、神話になーれ！(5分)  頃安祐良
ゆれてますけど。（11分） 辻凪子
ぺい（10分） 佐藤快磨
シナヌネズネバゴゴッゴー（15分） 田村専一

96 11/24～26 中川晴樹ばっかり出る映画上映会 恋する極道（2015年/5分30秒） 中川晴樹
オトコノクニ（2016年/13分） 〃
結婚お祝いムービー（2015年/30秒） 〃
晴樹のサンダルが脱げそう（2016年/31分）　 加藤啓

97 12/23.24
『ひかりのたび』公開記念　澤田サンダー
監督特集上映

惑星のささやき　（2011年/73分） 澤田サンダー

私は知ってる、私は知らない（2013年/14分） 〃
劇場的、かつ遊戯的なもの(2014年/57分) 〃
ECHO（2014年/14分） 〃
謎のワークショップin AOMORI（2016年6月/15
分）

〃

98 1/13.14
ベトナムアニメーション上映会inシアターカ
フェ

バーべー湖の伝説（2009年/28：31） ファムゴック・トゥアン

蚊の伝説（1980年代/10：22）  ビエットフン
英雄歇驕（1976年/23：47） ホアンダイ
媚珠と仲始（ミーチャウ王女とチョントゥイ王
子）（2013年/33：02）

ファム・ゴック・トゥアン

99 2/17
大須にじいろ映画祭2018番外編　百合ス
プラッタもあるよ！！篠原三太朗監督特集

ソムリエ（2017年／14分） 篠原三太朗

PSYCHE　〜プシュケ〜（2017年／8分） 〃
ニクノクニ（2016年／19分） 〃
喜怒殺楽　（2015年／12分） 〃
スイーツガール　（2012年／9分）　 〃
すてきないちにち（2011年／5分） 〃

100 2/23
シアターカフェ5周年記念大開放祭グラン
プリ　東海林監督短編上映会＆小島ケイ
タニーラブライブ　『夜の掌編集』

23：60　にじゅうさんじろくじゅっぷん（2007年
/20分）

東海林　毅

ピンぼけシティライツ（2016年/18分） 〃
老ナルキソス（2017年/21分） 〃

101 3/10.11 近藤笑菜映画祭in Theatercafe 檸檬（2017年/25分11秒） 成瀬都香
NONE（2015年32分） 大畑創
あなたと食べたいワッフルコーン（2015年/28分）小宮山芽以
キオク（2015年/12分） 佐藤志穂
わたしと僕の友情結婚（2015年/76分） 金井純一
トーチソングス・グレイテストヒッツ（2014年/67
分）

平波亘

スタンドバイさくこ（2014年/15分） 笹沼未冬

102 3/24.25 『1+1＝1　1（イチタスイチハイチイチ）』
1+1＝1　1（イチタスイチハイチイチ）（2012年
/66分）

矢崎仁司

103 4/7.8 『蹄』完成記念　木村あさぎ監督特集 蹄（2017年／65分） 木村あさぎ
鱗のない魚（2016年／30分） 〃

104 4/13～15
下向監督長編映画『センターライン』名古
屋凱旋上映会

センターライン（2017年/67分） 下向拓生

N.O.A.（2015年/15分） 〃

105 4/28～30
『サイモン＆タダタカシ』公開記念　小田学
監督特集上映

塩鮭(2005年/30分） 小田学

空き瓶(20088年/3分17秒） 〃
今、ここにいる事（2009年/19分） 〃
友達(2010年/13分） 〃
二人(2012年/13分31秒） 〃
ネオ桃太郎(2014年/20分） 〃
うどん屋の子（2015年/12分） 〃
アイスティーガール（6分）  〃
かわいいばか、のちのボン！（4分） 〃

106 5/12
小説家デビュー記念　内田裕基監督作品
特集上映

好き。（2013年/10分） 内田裕基

一滴のスパイス（2013年/6分） 〃
オールドフレンド（2014年/68分） 〃
オセロ（2018年/4分） 〃

107 5/19 第8回うんこ映画祭+特殊似顔絵 The Benza　ほか
108 6/9.10 磯部鉄平監督特集上映 海へ行くつもりじゃなかった（2016年30分） 磯部鉄平

ユニバーサル・グラビテーション（2016年/8分） 〃
予定は未定（2018年/27分） 〃
ハロルドMV「Grapefruit」（2015年/5分） 〃
真夜中モラトリアム（2017年/23分） 〃

2018年



オーバーナイトウォーク（2018年/43分） 〃
109 6/23～25 『ラストラブレター』 ラストラブレター（2016年/58分） 森田博之

世界で一番最後の魔法（2018年/15分） 〃
110 7/20～22 続　谷口雄一郎監督大全？！ 私以外の人（2015年/18分29秒） 谷口雄一郎

ハローグッバイ（2016年/33分） 〃
しらないで（2017年/19分46秒） 〃
シークレット上映（2017年/16分） 〃

111 8/17～19
『こんぷれっくす×コンプレックス』　凱旋上
映会　ふくだみゆき監督特集

こんぷれっくす×コンプレックス（2015年/24分）ふくだみゆき

マシュマロ×ぺいん（2013年/40分） 〃
耳かきランデブー（2017年/33分） 〃

112 8/24～26
『カメラを止めるな！』公開記念　上田慎一
郎監督×秋山ゆずきちゃんスペシャル上
映会

恋する小説家（2011年/41分） 上田慎一郎

ナポリタン（2016年/19分） 〃
113 9/1.2 若手女性監督特集「女祭」in 名古屋 しあわせのオカメウンコ（2017年/36分） 辻凪子、村上由規乃

あの頃と甘いシュシュ（2018年/16分） 野本梢
あおMV（2018年/6分） 川崎僚
還るばしょ（2014年/36分） 塚田万理奈
彼女のひまわり（2017年/10分） 川崎僚
君のいる町（MV）（2018年/4分） 野本梢
光-short film-（2018年/15分） 〃
AUTUMN OF WOMAN（2017年/13分） 川崎僚
わたしが発芽する日（2016年/27分） 野本梢
あぐりとなな（2013年／10分） 塚田万理奈
ぱん。（2017年／15分） 辻凪子、阪元裕吾

114 9/15～17 ぷち深田晃司映画まつり 習作『椅子』（2001年/100分） 深田晃司
8月のアチェでアリさんと話す（2017年/9分） 〃
鳥（仮）（2016年/7分） 〃
ジェファソンの東（2018年/18分） 〃

115 10/12～14
緊急企画『クライング・フリー・セックス』公
開記念　岩崎友彦監督ショート特集

まん　ここ　わい（2018年/3：30） 岩崎友彦

帰ラないマン（2017年/3：30） 〃
大きな春子ちゃん（2014年/3：30） 〃
モザイクマン（2015年/3：30） 〃
BOOB　SLINGER（2016年/3：30） 〃

116 11/2.3
眞島秀和さん出演作品　『もんちゃん』上
映会

もんちゃん（2018年/30分） 金　晋弘

117 2/10.11 シアターカフェ感謝祭 TARO Singularity（2017年/15:58） 香取剛
たかいの たかいの とんでけ～！（2016年11：
47）

〃

エリンギ侍・暴れ牛の巻（2015年/3：45） 桜井瑛二
エリンギ侍・姫を助けろの巻（2015年/2：43） 〃
エリンギ侍・女はこわいよの巻（2016年/5:09） 〃
砂時計（2018年/16:44） 滝澤大
ゴムボーイゴムガール（2014年/17：46） 東野敦
☆スターとレッくん☆（2004年/25分） 〃
ハチャトリアンバックブリーカー（2018年/5分） 〃
あのねのかぼちゃ(2018年/9分10秒) 佐藤美代
妖怪少女(2010年/2分25秒) 〃
きつね憑き(2015年/7分38秒) 〃
ドヴォニール(2014/5分48秒) 中村古都子
どぶ鼠(2011, 2018改訂/7分37秒) 〃
お留守番(2010, 2017改訂/ 6分18秒) 〃
Blessing(2011年-/2分) 若見ありさ
AIR(2000年/10分) 〃
CHORUS(2009年/4分) 〃

118 2/16
大須にじいろ映画祭2019　シアターカフェ
会場

リクエスト・コンフュージョン（2017年/38分35秒）マキタカズオミ

ファントム・ジェニー（2015年/29分） 〃

2019年


