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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)  
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彼らが本気で編むときは、 
2/25～ 大阪ステーションシティシネマ他 
監督: 荻上直子 
出演: 生田斗真、柿原りんか 

ミムラ 他 

11 歳の小学生・トモ(柿原りんか)は、母親のヒロミ(ミムラ)と二人暮らし。だ
がある日突然ヒロミが家出、独りきりになってしまったトモは叔父のマキオ(桐谷
健太)の家に向かう。母の家出は初めてではなく、過去にも同じ経験をしていたト
モだったが、以前と違うのは、今回マキオはリンコ(生田斗真)という美しい恋人
と一緒に暮らしていたことだった。リンコは元男性で、女性への性別適合手術を
受けたトランスジェンダー。そんなリンコの美味しい手料理に安らぎを感じ、団
らんのひとときを過ごすトモ。母は決して与えてくれなかった家庭の温もりや、
母よりも自分に愛情を注いでくれるリンコの存在に戸惑いながらも、三人での奇
妙な共同生活が始まった……。 

ハルチカ  
3/4～ TOHO シネマズ 梅田 
監督: 市井昌秀  
出演:  佐藤勝利 
   橋本環奈 他 

気の優しい美少年・ハルタ（佐藤勝利）と負けん気の強いチカ（橋本環奈）は
幼なじみ同士。小学校 3 年生の時にハルタが引っ越し離れ離れになっていたが、
高校入学式の日に運命的に再会する。チカは憧れの吹奏楽部に入部しようと心に
決めていたが、吹奏楽部は廃部の危機に瀕していた。諦めきれないチカは、ホル
ンの経験のあるハルタを巻き込み、部員集めに奔走。その甲斐あって皆訳ありな
がら部員が集まり、部は復活することに。コンクール出場を目指し練習を重ねる。
しかしフルート初心者のチカはなかなか皆に追いつけず、一方ハルタはホルンを
続けることに迷いが生じていた。それぞれの思いがすれ違い、部員たちが不満を
募らせる中、チカに隠れがちなハルタが変わっていき、チカとの関係も変わり始
める。 

素晴らしきかな、人生 

2/25～ あべのアポロシネマ 
監督：デイヴィッド・フランケル 
出演： ウィル・スミス 

    エドワード・ノートン 他 

ニューヨークにある広告代理店の代表を務めるハワード（ウィル・スミス）は、
最愛の人を亡くしてしまい、深い喪失感から立ち直れずにいる。落ち込んで仕事
も手につかない様子に、同僚たちからも心配されていた。そんな彼の前に、ある
日 3 人の奇妙な人が現れ、3 人との出会いによってハワードの人生が変わってい
く。 

モアナと伝説の海 

３/10～ TOHO シネマズなんば他 
監督：ロン・クレメンツ  

ジョン・マスカー 
出演：屋比久 知奈、尾上 松也、夏木マリ 他 

数々の伝説が残る島で生まれ育った 16 歳の美しい少女・モアナ（声：アウリ
ィ・カルバーリョ）は、幼いころのある体験がきっかけで海と運命的な絆で結ば
れている。いつしか海に愛されるという特別な力を持つようになったモアナは、
世界をひとつにつなぐ大海原へ、神秘に満ちた冒険の旅に出る……。 

チア☆ダン  
〜女子高生がチアダンスで全米制

覇しちゃったホントの話〜 
3/11～ ＴＯＨＯシネマズ梅田 他 
監督：河合勇人 
出演：広瀬すず、中条あやみ 

山崎紘菜 他 

中学を卒業した友永ひかり（広瀬すず）は、県立福井中央高校に進学。中学か
ら一緒だった同級生の孝介（真剣佑）がサッカー部に入部したことを知り、彼を
応援したいという軽い気持ちでチアダンス部の扉をたたいた。しかしチアダンス
部の顧問・早乙女薫子（天海祐希）は全米大会制覇を目標に掲げ、額を出す髪形
にすること、恋愛は禁止というルールを課して厳しく指導にあたっていた。あま
りのスパルタぶりに続々と退部者が出たが、ひかりはチームメイトの同級生・彩
乃（中条あやみ）の存在もあり、部活を続けることに。全米大会制覇を目指し、
チアダンス部の挑戦がはじまった。 

☆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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拝啓 ルノワール先生—梅原龍三郎が出会った西洋美術（～3/26）／高校生 1000 円 

あべのハルカス美術館（あべのハルカス 16F） 

クラーナハ展―500 年後の誘惑（～4/16）／高校生 600 円 

国立国際美術館 ／四つ橋線 肥後橋駅(3 番出口)より西へ徒歩約 10 分 

古代ギリシャ —時空を超えた旅—（～4/2）／高校生 1100 円 

神戸市立博物館／JR、阪神「元町」から南東へ徒歩約 10 分 

プラネタリウム 「見えない宇宙のミステリー」（〜3/31）／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 見上げよう！未来の星空（〜3/31）／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☆ 

 

超高速！参勤交代 リターンズ 

(2016 年) 
監督：本木克英       
出演：佐々木蔵之介    
   深田恭子  他 

スター・トレック BEYOND  
（2016 年） 

監督：ジャスティン・リン 
出演：クリス・パイン 他 

メイズ・ランナー2：砂漠の迷宮 
（2015 年） 

監督：ウェス・ボール 
出演：ディラン・オブライエン  他 

★以下の作品も認定されます。★ 

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 

ホーンテッド・キャンパス 

(2016 年) 

監督：竹本聡志      
出演：徳尾浩司   
   櫛木理宇  他 

植物図鑑 運命の恋、ひろいました  
（2015 年） 

監督：三木康一郎 
出演：岩田剛典 、 高畑充希他  

 

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 

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   

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 

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 

信長協奏曲 (2016 年) 
監督：松山博昭   
出演：小栗旬 、柴咲コウ   
   向井理 、 藤ヶ谷太輔 他 

アーロと少年 （2015 年） 
監督：ピーター・ソーン    
出演：レイモンド・オチョア  他   

僕だけがいない街（2016 年 ） 
監督：平川雄一朗 
出演：藤原竜也 、 有村架純           

      及川光博 、 鈴木梨央 他 

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 

インビクタス/負けざる者たち 
監督：クリント・イーストウッド 

出演：モーガン・フリーマン 
    マット・デイモン 
    スコット・イーストウッド 他 


