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～利用の仕方～ 

① 指定の展覧会や映画に行きましょう。ビデオはレンタルしたものを自宅で鑑賞すれば OKです。 

② 特別活動をした証明として、展覧会や映画のチケット半券・ビデオレンタルのレシート（タイトル名

が書かれてあるもの）を学校に持参して、申請用紙に必要事項を記入し提出します。簡単な感想文も

記入してもらうので、展覧会や映画を見て感じたこと、考えたことをまとめておきましょう。 
 

※ 開催日時や場所等は必ず各自で確認しましょう。日程は変更される場合もあります。休館日に注意 
※ 指定以外のものは認定できません。また休学中の申請も認められません。 
※ それぞれ２時間分の特別活動として認定します。(校外芸術・映画鑑賞での認定は合計 18 時間まで)  

 

※前期卒業予定者は９月 2 日(金)までに申請書を提出してください。 
 
 

映 
 

 

画 
 

 

館 

ファインディング・ドリー 
7/16～ TOHOシネマズ 梅田他 
監督: アンドリュー・スタントン 
声優: 室井滋、木梨憲武 

上川隆也 他 

カクレクマノミのマーリンがナンヨウハギのドリーと共に、愛する息子ニモを人間
の世界から救出した奇跡の冒険から１年。ニモのいちばんの親友ドリーは、何でも
すぐに忘れてしまう忘れんぼうだったが、ただひとつ忘れなかったのは“家族の思い
出”であった。だがどうしてその思い出だけを忘れなかったのか……。そして、ドリ
ーの家族はいったいどこに……。そんな中、ドリーとニモ、ニモの父マーリンは、
ドリーの幼少時の謎を解き明かそうと再び大海原に旅立つ。だがその秘密を解く鍵
は、海の生き物にとっての禁断の場所＝《人間の世界》に隠されていた……。 

インデペンデンス・デイ： 
リサージェンス  

7/8～ TOHOシネマズ 梅田 
監督: ローランド・エメリッヒ  
出演: ニコラス・ライト 
   ジェームズ・ウッズ 他 

人類がエイリアンとの壮絶な死闘に勝利してから 20年。30億の尊い命を失った
人類は、新たな襲来に備えるため、エイリアンの宇宙船のテクノロジーを基に、地
球防衛システムを構築していた。そして迎えた 2016 年 7月。エイリアンが残した
宇宙船が、20 年の時を経て密かに覚醒。地球に仲間を呼び寄せる SOS 信号を発信
し始める。ほどなくして地球に現れたエイリアンは、想像を遥かに超える進化と巨
大化を遂げていた。重力すらも自在に操るそのパワーの前に、ニューヨーク、ロン
ドン、パリ、シンガポール、ドバイといった世界の主要都市は、なすすべもなく壊
滅。敵の猛攻撃に晒され、防衛システムを無力化された人類は、たちまち滅亡の危
機に直面する……。 

シン・ゴジラ 

7/29～ あべのアポロシネマ他 
監督：庵野秀明 
出演：長谷川博己、竹野内豊 

石原さとみ  他 

日本の怪獣映画史に名を残す“ゴジラ”が、「新世紀エヴァンゲリオン」の庵野秀明
が総監督、『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』の樋口真嗣が監督を務め、シリーズ
初のフル CG で復活。巨大怪獣の出現で未曽有の危機にさらされた人々の物語が描
かれる。長谷川博己、竹野内豊、石原さとみをはじめ、総勢 328名のキャストが出
演。 

ターザン：REBORN 

7/30～ 梅田ブルク 7他 
監督：デヴィッド・イェーツ 
出演：アレキサンダー・スカルスガルド 

マーゴット・ロビー  他 

美しい妻ジェーン（マーゴット・ロビー）と裕福な暮らしを送る英国貴族で実業
家のジョン（アレクサンダー・スカルスガルド）は、“ターザン”という別の名を持っ
ていた。生まれて間もなく国の反乱に巻き込まれた彼は、コンゴのジャングルで動
物たちに育てられたのだった。スマートにしてワイルドというアンバランスな魅力
を兼ね備えたターザンは、英国政府でも一目置かれていた。ある日ターザンは、政
府の命を受け、貿易使役としてジェーンを連れて故郷のジャングルに戻る。しかし
それはターザンに仕向けられた罠で、故郷は侵略され、ジェーンはさらわれてしま
う。愛する妻と故郷を救うため、ターザンはすべてをなげうち、ジャングルに戻る
ことを決意する。果たして彼は己の野生を呼び覚まし、失ったものを取り戻すこと
ができるのか？ 

ニュースの真相 
8/5～ 大阪ステーションシティシネマ 他 

監督：ジェームズ・ヴァンダービルト 
出演：ケイト・ブランシェット 

ロバート・レッドフォード  他 

04年、CBSニュースのプロデューサーのメアリーは、米大統領への再選を目指すジ
ョージ・W・ブッシュの軍歴詐称疑惑を裏付けるスクープを放送する。ところが、
保守派のブロガーが彼らの報道が偽造だと断じた事から、CBSは激しい非難の的に。
上層部は事態収束のために内部調査委員会の設置を決定し、メアリーらは窮地に陥
る。 

秘密 THE TOP SECRET 

8/6～ 大阪ステーションシティシネマ 

監督：大友啓史 
出演：生田斗真、岡田将生 

吉川晃司 他 

第 15回文化庁メディア芸術祭優秀賞に輝き、アニメ化もされた清水玲子の人気コミ
ックを実写映画化したミステリー。死者の脳をスキャンして生前の記憶を映像化す
るシステムを用いて、迷宮入り事件の真相を暴こうとする警察官たちが思いもよら
ぬ事態に見舞われる。天才的頭脳を持つ室長・薪を生田斗真が演じ、『るろうに剣心』
シリーズの大友啓史が監督を務める。 

☆展覧会情報は裏面へ⇒  

   映画・アートを見よう！～特別活動 校外芸術・映画鑑賞～ 

 指定された展覧会や映画・ビデオ鑑賞で特別活動時間を認めます。 

 特別活動時間が不足しがちな人は活用しましょう。 
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展 
 

覧 
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スター・ウォーズ展 未来へつづく、創造のビジョン。（～8/30）／高校生 1100円 

あべのハルカス美術館（あべのハルカス 16F） 

デトロイト美術館展 太西洋を渡ったヨーロッパの名画たち（～9/25）／高校生 1000円 

大阪市立美術館/ 天王寺駅から北西へ約 400m（天王寺公園内） 

ディズニープリンセスとアナと雪の女王展（～8/15）／高校生 1000円 ※学生証を提示ください。 

大丸ミュージアム・梅田 大丸梅田店 15階  

プラネタリウム 火星・土星・冥王星ツアー（～8/28）／高校生 450 円※学生証を提示ください。 

大阪市立科学館/ 四つ橋線・肥後橋駅（3号出口）から西へ約 500m 

プラネタリウム 星空へのパスポート（～8/28）／高校生 450 円※学生証を提示ください。 

大阪市立科学館/ 四つ橋線・肥後橋駅（3号出口）から西へ約 500m 

☆ビデオ・ＤＶＤ鑑賞☆ 

 

 

 

スター・ウォーズ 

／フォースの覚醒 (2015年) 
監督：J・J・エイブラムス   
出演：ハリソン・フォード   
   キャリー・フィッシャー他 

orange-オレンジ-  
（2015年） 

監督：橋本光二郎   
出演：土屋太鳳、 山崎賢人 他   

バケモノの子（2015年） 
監督：細田守   
声の出演：役所広司  、宮崎あおい    

   染谷将太  、広瀬すず 他 

★以前に紹介した作品も認定されます。（既に認定されている作品は再認定されません）★ 

アリス・イン・ワンダーランド

（2010年） 
監督: ティム・バートン 
脚本: リンダ・ウールヴァートン 
出演: ミア・ワシコウスカ、 

ジョニー・デップ 

アントキノイノチ （2011年） 
 
原作：さだまさし 
監督：瀬々敬久 
出演：榮倉奈々、岡田将生 

ウルフ・オブ・ウォールストリート 

（2013年）  

監督：マーティン・スコセッシ 

出演：レオナルド・ディカプリオ 
ジョナ・ヒル 

小さいおうち  (2014) 
 

監督: 山田洋次 
原作： 中島京子 
キャスト：松たか子、黒木華、 
    片岡孝太郎、吉岡秀隆 

100 回泣くこと (2013) 
 

監督:廣木隆一  原作:中村航 
出演:大倉忠儀、桐谷美玲、 

ともさかりえ、忍成圭介 

宇宙兄弟（2012年） 

監督：森義隆     

原作：小山宙哉 
脚本：大森美香 
出演：小栗旬、岡田将生、麻生久美子 

神様のカルテ（2011年） 
原作：夏川草介 
監督：深川栄洋 
脚本：後藤法子 
出演：櫻井 翔 宮﨑あおい 

ウォーキング with ダイナソー 

(2013) 

監督：ニール・ナイチンゲール 
バリー・クック 

杉原千畝 スギハラチウネ  
（2015年） 

監督：チェリン・グラック 
出演：唐沢寿明 、 小雪   

オデッセイ (2015年) 
監督：リドリー・スコット  
出演：マット・デイモン  
   ジェシカ・チャスティン 

のぼうの城（2012年） 

監督：犬童一心、樋口真嗣 
原作･脚本：和田竜 
出演：野村萬斎、榮倉奈々 

成宮寛貴、山口智充 

最強のふたり（2012年） 

脚本･監督：エリック・トレダノ 
オリヴィエ・ナカシュ 

出演:フランソワ・クリュゼ 
オマール・シー 

ゼロ・グラビティ (2014) 
 
監督・脚本: アルフォンソ・キュア

ロン 
出演: サンドラ・ブロック 

ジョージ・クルーニー 

フライト（2013年） 

 
監督：ロバート・ゼメキス 
脚本：ジョン・ゲイティンス 

出演：デンゼル・ワシン
トン 

はなちゃんのみそ汁（2015年） 
監督：阿久根知昭 
出演：広末涼子 、 滝藤賢一   

一青窈 、 紺野まひる 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC
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チャリティーランの目的 

チャリティーランにより集められた支援金は、心身に障がいを持つ子どもたちが楽しみながら自分の力を伸ばしていく体操、 

水泳、キャンプ、絵画、学習などのプログラムに使われます。  

  

チャリティーラン支援金はどのように使われるの？ 

■知的障害児のための体操教室、水泳教室、学童保育 ・知的障害児のための六甲山キャンプ 

■知的障害児の海洋（ヨット・カヌーなど）キャンプ ■学習障害児のための野外活動 

■発達障害児のための体育教室、野外活動 

■学習障害児や高機能広汎性発達障がい児のための体育教室 

■障害者・児のためのボーリング大会        ■聴覚障がい青少年国際キャンプ 

あなたの「参加費」「走り」がさまざまな活動の支援金として活きます！ 

メンバーと協力して優勝をめざしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャリティーラン 2016 

特別活動 

４時間認定 

要項 

日時：2016 年 9 月 22 日（木・祝）※８：４０集合 

集合場所：大阪市営長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 

場所：花博記念公園鶴見緑地特設コース 

主催：大阪ＹＭＣＡ 

ｴﾝﾄﾘｰ料：500 円（申込時に必要） 

※このｴﾝﾄﾘｰ料は障がい児、障がい者支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの寄付金となります。 

申込は職員室受付カウンターまで 

※8 月 2６日（金）1５：00～事前ミーティングを行います。 

 参加者は必ず出席する事。（教室は当日掲示します。） 
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大阪 YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2016の案内チラシ 

詳細は、大阪 YMCAチャリティーランサイトでもご確認いただけます。          

http://www.osakaymca-action.org/Events/OsakaYMCA-International-charityrun/2016/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪 YMCA 機関紙「大阪青年」 

詳細は、大阪 YMCAサイトよりご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osakaymca-action.org/Events/OsakaYMCA
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大阪ＹＭＣＡ「安全の日」について 

                                                                        大阪ＹＭＣＡ 

 

   大阪ＹＭＣＡでは、屋外での活動の機会が多くなる本格的な夏を迎えるにあたり、毎年 

７月１８日を、大阪ＹＭＣＡ「安全の日」と定め、「生命
い の ち

」の大切さと、自分自身の「安全」 

と他者の「安全」を考える機会として「安全啓発キャンペーン」を実施しています。 

    私たちは日常生活の中で、多くの危険なことに直面しながら、知らず知らずのうちに見 

過ごしたり、気づかなかったりすることがあります。自分自身は気をつけていても、思わ 

ぬ災難、災害に出会うこともあり、単に軽い怪我だけでなく、尊い生命
い の ち

までも失ってしま 

うことさえあります。 

この「安全の日」を機会にもう一度、身の回りの安全について、ご家族やお友達と一緒 

に考えてみてください。 

    これから暑い夏を迎えますが、身体に気をつけ、健康で有意義な夏を過ごしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

Safety First 

７月１８日は大阪ＹＭＣＡ安全の日 
 

２０１６年度年間聖句 

 

「確かに未来はある。あなたの希望が断たれることはない。」 
（箴言２３章１８節） 

☆安全啓発キャンペーンについて☆ 

学院高等学校では、在校生全員に安全啓発キャンペーンとして「２色ボールペン」を配布

しております。後期講座登録時に、それぞれにお渡しします。この安全グッズをぜひご利用

いただき、安全について意識し合うことで、みなさまの安全が守られますようお祈りいたし

ます。 

 


