
女性問題を描いた映画、女性が元気になる映画、女性向けの上映会に
ピッタリなタイトルばかりを集めました。

東日本大震災により自らが被災しながらも、
スパリゾートハワイアンズの営業再開に向けて
奮闘するスタッフやフラガールたちの姿と、46
年ぶりに復活したフラガールたちによる全国
キャラバンの模様を記録したドキュメンタリー。

101分 ドキュメンタリー

グルメの国フランスでミッテラン大統領のプライ
ベート・シェフに大抜擢された女性シェフの知
られざる真実の物語を描く感動ドラマ。極端
な男社会だった大統領官邸の厨房で様々な
嫉妬や反発にあいながらも、いつしか官邸に
新しい風を吹き込んでいくさまをハートウォーミ
ングに綴る。

95分 出演：カトリーヌ・フロ

30代未婚女性のリアルな本音を淡々とした筆
致でユーモラスかつ赤裸々に綴り多くの女性読
者の共感を呼んできた益田ミリの人気４コマ漫
画シリーズを、実力派女優陣の共演で実写映
画化した女性ドラマ。

106分 出演：寺島しのぶ 真木ようこ

105分 出演：メリル･ストリープ

イギリス初の女性首相として就任以来、 “鉄の
女”と称されたサッチャーの誰もが知る姿と、その
裏に隠された孤独な一面を描いた人間ドラマ。
アカデミー主演女優賞を受賞したメリルの渾身
の演技が見どころ。

※上映可能地域が限られます

夫と子どものために人生を捧げてきたごく普通
のインド人主婦が、ひょんなことから家族に内
緒でニューヨークの英会話学校に通い始めた
ことをきっかけに自信が芽生え、人生の新た
な喜びを見出していくさまをハートウォーミング
に描いたインド発の女性ドラマ。

134分 アミューズ 出演：シュリデヴィ

中年主婦エヴリンは、ある日、老女ニニーと知り
合いになり、彼女の語る昔話のとりこになってい
くー人種差別、女性蔑視の問題、そして女性
の自立をハートウォーミングなタッチで描いた女た
ちの友情物語。

130分 出演：キャシー・ベイツ

イスラム国家サウジアラビアで初の女性監督
による記念すべき長編デビュー作。どうしても
自転車に乗りたいおてんば少女を主人公に、
理不尽な因習に対する彼女なりの抵抗の行
方を通して、サウジ社会が抱える様々な問題
とともに未来への確かな希望を力強く描き出
す。

97分 ニューセレ 出演：ワアド・ムハンマド

ラブ・ストーリーの金字塔、待望の実写映画
化! 美しい娘・ベルは、野獣からバラを盗んだ
代償に命を要求された父の身代わりに、野
獣の城に捕らわれの身となる。やがてベルは
恐ろしい野獣の悲しい瞳に心惹かれ始め…。

113分 アミューズ 出演：レア・セドゥ

人気漫画家・西原理恵子原作の感動のベス
トセラー、ついに実写映画化!泣いてるヒマが
あったら、笑おう。本音で生きるかあさんと、
ちょっと変わった家族の感動の実話。小泉今
日子、永瀬正敏ほか出演。

118分 ポニー 出演：小泉今日子、永瀬正敏

40歳・独身、職業は超高級ホテルの“覆面調
査員"。仕事は5つ星、でも私生活は1つ星
…!? 実在のラグジュアリーな5つ星ホテルを舞
台に繰り広げられる悲喜こもごも、クスッと笑え
てちょっぴり泣ける働く女性の喜びと葛藤を描
いた人生ドラマ。

82分 出演：マルゲリータ・ブイ

110分 CCC 出演：キャメロン・ディアス

妊婦のためのガイド本として全米で一大ベスト
セラーとなった妊娠エッセイ基に、親になろうとす
る5組のカップルそれぞれの喜怒哀楽をユーモア
を交えて映し出す。それぞれの事情を抱えるカッ
プルたちの姿を豪華キャストで描く恋愛群像劇。

これは、ある田舎娘がタイプライターひとつで世
界に挑む戦いの記録である―。「アーティスト」
のスタッフが集結したサクセスエンタテインメント。
1950年代のフランスを舞台に、“タイプライター
早打ち大会”にすべてを懸けるヒロインを描く。

110分 出演：ロマン・デュリス



124分 ＷＢ 出演：シャーリーズ・セロン

全米で最初にセクシャルハラスメント訴訟に勝った
実在の女性をモデルに映画化した感動ドラマ。２
人の子どもを持つシングルマザーが、鉱山労働者
として“男の職場”で悪質な嫌がらせに苦しみなが
らも、ついには勇気を持って立ち上がる姿を描く。

1902年のロンドン。封建的な風潮が
残り、上流階級の女性が仕事を持つ
など考えられなかった時代ー世界中で
愛されているキャラクター、ピーターラ
ビットを生んだ女流作家ビアトリクス・
ポターの半生を綴る伝記ドラマ。

115分 ソニー 出演：ジェニファー･ロペス

ＤＶをテーマにしたジェニファー・ロペス主演作。
幸せな結婚生活から一転、変貌した夫の暴力
から逃れ、逃避行の末、愛する娘のために究極
の決断をする女性の姿を描いたサスペンス・ドラ
マ。

142分 ユニ 監督：クリント･イーストウッド
出演：アンジェリーナ･ジョリー

失踪ののち保護され帰ってきた幼い息子が別人
だったことから、本物の我が子を取り戻すため、
真実を追及していくシングルマザーの孤独な闘い
を描いた傑作サスペンスドラマ。

108分 ＦＯＸ 出演：ケリー･ラッセル

田舎のダイナーで働くパイ作りの天才のヒロイ
ンは、ＤＶ亭主に虐げられる最悪の毎日を
送っていた。が、彼女は妊娠をきっかけに人生
を変えることを決意する！深刻なテーマを扱い
ながらユーモアあふれるハートフル・ストーリー。

有料上映可能

有料上映可能

88分 監督：ミカ・X・ペレド

中国の、とあるジーンズ工場に潜入し、「中国
製」という名目の下で私たちが安く服を買える
理由(現代の労働問題やグローバル社会)に迫
るドキュメンタリーの傑作。家計を支えるために
工場で働く10代の少女たちの日常生活を追っ
ていく中で“世界の工場”となった中国の裏側
に迫る。

有料上映可能

有料上映可能

127分 出演：リヤ・ケベデ

トップモデル、ワリス・ディリーのベストセラー自伝
本を映画化した衝撃と感動のドラマ。ソマリア
の遊牧民家庭に生まれたワリスの彼女の勇気
ある告白で知られるようになったアフリカに今な
お残る過酷な現実を描き出していく。

92分 新日本 出演：シマ・モバラク・シャヒ

女性のスポーツ観戦が禁じられているイランの国
情を背景に、ワールドカップ出場をかけた対バー
レーン戦の大一番を舞台に、男装しあの手この
手でスタジアムに潜り込もうとする元気いっぱいの
少女たちの姿を描いたはつらつ青春ストーリー。

有料上映可能

95分 ニューセレクト 出演ミリャナ・カラノヴィッチ

第二次世界大戦後のヨーロッパで最悪の紛争
となったボスニア・ヘルツェゴヴィナの内戦によって
もたらされた深い爪痕に苦しむ母娘の再生と
希望の物語を描く衝撃と感動のヒューマン・ドラ
マ。

有料上映可能

110分 ＦＯＸ 出演：ダコタ・ファニング

差別が色濃く残る60年代のアメリカ南部を舞台
に、幼少期の悲劇が原因で家族の愛を知らず
に育った14歳の白人少女リリィが、めぐり会った
黒人三姉妹との交流を通じて成長していくひと
夏の物語を綴った感動ヒューマン・ドラマ。

109分 CCC 出演：ユリア・イェンチ

ヒトラー政権下で反ナチスを掲げ抵抗運動を
行なった学生グループ“白バラ”の紅一点、ゾ
フィーの壮絶な最期を描いた真実の物語。
巨悪に敢然と立ち向かった一人の若き女性
の勇気と悲愴な運命をスリリングに描き出す。

129分 角川インク 出演：永作博美 石橋蓮司

結婚生活が破綻寸前の悩めるヒロインが、
突然亡くなった母の希望である“四十九日の
大宴会”を叶えるべく父とともに行動を起こす
中で、自らの人生の迷いが少しずつ解消して
いく姿を描いた人生ドラマ。

有料上映可能

有料上映可能

“食べるラー油”ブームの火付け役として知ら
れる石垣島ラー油の生みの親、辺銀夫婦の
愛と絆を、石垣島の美しい風景をバックに心
温まるタッチで綴るハートフル・ドラマ。

90分 東和 主演：小池栄子 ワン・チュアンイー

36歳で急死した元英国皇太子妃ダイアナが、
その短い生涯の最期まで追い求めたものとは
…。アカデミー賞2度のノミネートを誇るナオミ・
ワッツがキャリアのすべてをかけて《真実のダイア
ナ》を演じきった感動作! 

113分 出演：ナオミ・ワッツ

亡き祖父の隠し子である少女を引き取ること
になった独身サラリーマンが悪戦苦闘しながら
も、周囲の人々に支えられながら、少しずつ
少女との愛情を育み絆を結んでいく姿をハー
トウォーミングに綴った感動作。

114分 ＳＧ 出演：松山ケンイチ 芦田愛菜



123分 角川 出演：レニー・ゼルウィガー

1902年、封建的な空気が漂うイギリス。しかし
彼女の夢は、絵本を出版すること。縁談を断り、
アーティストとして生きることを目指しているのだ。
「ピーターラビット」の作者ビアトリクス・ポターの
恋と波乱に満ちた半生を描く感動作。

106分 日活 出演：小林聡美 都会から小さな宿にやって来た一人
の女性が、揃いも揃って風変わりな
周囲の人々に戸惑いながらも、少し
ずつ彼らののんびりしたペースに馴染
んでいくさまを、淡々とユーモラスに
綴ったスローライフ女性映画です。

有料上映
可能

自由を求めて会社を辞めた元ＯＬと音楽の
夢を諦めきれないフリーターのカップルを中心
に、愛する人が遺した曲をめぐって繰り広げ
られる瑞々しくも切ない人間模様をリアリス
ティックに綴った感動ドラマ。

124分 出演：宮崎あおい 高良健吾

109分 ショウゲート 出演：もたいまさこ

突然、ばーちゃんとの奇妙な生活がはじまっ
た。人生に退屈し、自分の世界に閉じこ
もって生きるカナダ人の三兄妹と日本人の”
ばーちゃん”が織り成す家族の物語。

ひとりのブルジョワ主婦が、社会進出の機会を
得たことから次第に自らのアイデンティティに目
覚めていく中での悲喜こもごもの人間模様を、
爽やかなタッチで描いたハートフル人生コメディ。

103分 出演：カトリーヌ・ドゥヌーブ

インドで優雅なリゾート生活を満喫しようとイギ
リスから来た７人の熟年男女が文化の洗礼に
右往左往しながらも、人生の喜びを再発見し
ていくさまをユーモアを織り交ぜ感動的につづる。

124分 FOX 出演：ジュディ･ディンチ

“出産”という普遍的なテーマを様々な女性
の視点からリアルかつドラマチックに描いた感
動のドキュメンタリー。文化も人種も異なる
10ヵ国の妊婦に密着し、出産を控えた彼女
たちの不安や決意、喜びといった心情を丁寧
に映し出していく。

98分
ドキュメンタリー

123分 ソニー 出演：メリル・ストリープ

伝説の料理研究家と、彼女の料理本に登
場するレシピを１年にわたって毎日作り続けブ
ログに綴る現代のＯＬ。実話を基に、悩める２
人の女性の人生が料理を媒介に時を越えて
重なり合うさまをハートフルに描く女性ドラマ。

有料上
映可能

131分 ソニー 出演：ジュリア･ロバーツ

無職のシングルマザー･エリンは、強引に入った弁
護士事務所で、恐ろしい環境汚染の実態を知
り勝ち目の無い訴訟に敢然と闘いを挑んでいく
が…。巨大企業を相手に、史上最大級の集団
訴訟に勝利した実話を描いたヒューマン･ドラマ。

120分 ＷＢ 出演：キャサリン・セタ・ジョーンズ

一人の女性が仕事より大きな世界を発見してい
く物語。料理の腕は一流だが、人付き合いが下
手なヒロインが、新たな人間関係の中で次第に
頑なな心を解きほぐしていく姿を描く。

有料上
映可能

有料上映
可能

ホームレスになるなど過酷な少年時代を過ごし
ながらも、ある家族との出会いにより才能を開花
させ、ＮＦＬデビューを飾った実話の映画化！家
族とは何か、真の幸せとは何かを考えさせられる、
感動の物語。アカデミー主演女優賞を受賞。

133分 ＷＢ 出演：サンドラ・ブロック

恋も仕事も一生懸命なのに、なぜかいつも空
回り。ニュース番組のプロデューサーに就任した
ベッキー。超低視聴率番組を立て直すべく奔
走するが、待っていたのは試練ばかりのワーキン
グ・コメディ！

108分 パラ 出演：レイチェル・マクダニエルズ

有料上映可能

魅せる書道を行い、競い合う“書道パフォーマ
ンス甲子園”。“同大会の誕生に秘められた女
子高生たちの感動の実話を基に描く青春ス
トーリー。

120分 WB 出演：成海璃子 桜庭ななみ

山田洋次監督が吉永小百合を主演に迎えて
映画化した感動の反戦ヒューマン・ドラマ。ある
日突然夫が治安維持法で投獄されてしまうとい
う苦境の中で、夫を信じ続け、残された２人の娘
を守るため懸命に生きた一人の女性の姿を描く。

132分 松竹
監督：山田洋次
主演：吉永小百合



123分 アスミック 出演：サルマ･ハエック

メキシコの天才女流画家、フリーダ・カーロの47
年の波乱に満ちた生涯を映画化した人間ドラマ。
夫である壁画家のディエゴ・リベラとの関係を軸に、
少女時代の事故で一生を重い後遺症を抱えて
生きたフリーダ・カーロの愛と苦悩を描く。

107分 出演：小西真奈美

ダメ亭主に愛想を尽かし、娘を連れて実家に
出戻った31歳女子の唯一の才能はお弁当
だった。果たしてお弁当屋をオープンさせ人生
の再スタートを切ることが出来るのか？ハート
フルムービー。

110分 出演：キャメロン･ディアス

白血病の姉を救うドナーとなるべく遺伝子操
作で生まれてきた少女が、ある決意を胸にも
う姉のドナーにはならないと両親を訴えたこと
から崩壊の危機に直面した家族の葛藤を描
いた感動ドラマ。

102分 出演：クリスティーナ･アギレラ

バーレスク・ラウンジ、それは大人のためのエンタ
テインメントクラブ。歌手になる夢を追うアリは、
バーレスクでバイトを始める。やがてアリの抜群
の歌唱力と突出したダンスの才能が話題となり、
クラブは大盛況を極めていくのだが・・・。

有料上
映可能

百田滴は、結婚10年目にして待望の子どもを
授かる。しかし喜びも束の間、滴は乳がんの
再発という悲劇に見舞われる。そして、出産か
治療かというあまりにも過酷な選択を迫られる
…乳がんをテーマにした
女性映画。

105分 SDP 出演：松雪泰子

96分 アルゼンチン 出演：リタ・コルテセ

人生はまだ終わっていない―。女手ひとつで
小さなリストランテを営む中年女性オリンダが
ドイツ人青年との出会いをきっかけに人生を
見つめなおしていく心温まるヒューマンドラマ。

有料上映可能

115分 出演： サチ・パーカー 高橋真悠

登校拒否になり英国人の祖母に預けられた少
女が、自然あふれる美しい庭に囲まれた素朴
な田舎暮らしと祖母の優しい愛に包まれて癒さ
れていく姿を綴ったハートフルストーリー。

有料上映
可能

120分 出演：松雪泰子 蒼井優

昭和40年閉鎖が迫る炭鉱町。福島県いわき市
は、この北国をハワイに変えるという起死回生のプ
ロジェクトを立ち上げた。東京からやってきたダンス
教師と地元の少女達との葛藤と成長を描く感動
の実話。

有料上映可能

127分 ショーゲート 出演： マルティナ・ゲデック

食という毎日の生活に欠かせないテーマを魅
力的に盛り込みながら、仕事では一流の腕を
もちながら、他人には素直になれないヒロイン
が本当の幸せに気づいていくおいしい映画。

分 ＷＢ 出演：オドレイトゥトゥウ

世界的ファッション・デザイナー、ココ・シャネルの
前半生を描いた伝記ドラマ。孤児院育ちの少
女が独創的な縫製の才能を開花させ、のちに
モード界屈指のオートクチュール・ブランドを興す
自らのスタイルを確立していくまでの若き日を綴る。

138分 出演：シャーリー・マクレーン

ファッション界の巨人、ガブリエル・“ココ”・シャ
ネルの人生を映像化した伝記ドラマ。1954年、
パリ。シャネルは孤児だった自分が今の地位
を築くまでの困難な日々を振り返り、同時に
切なくも情熱的ないくつもの愛に思いを馳せ
る…。

有料上映可能

123分 ソニー 出演：ジュリア・ロバーツ

世界的ベストセラーをジュリア・ロバーツで映
画化。忙しない日常を離れ、イタリア、インド、
バリ島を巡る旅を通して新たな自分を見出し
ていく姿を各地の美しい風景と共にヒロインの
再生を描く。

有料上映可能

112分 FOX 出演：ヒラリー・スワンク

1920年代に女性として世界で初めて大西洋
を横断した実在の飛行士、アメリア・イヤハート
の冒険飛行への飽くなき情熱と、彼女の挑戦
を深い愛情で支え続けた夫と辿る波らんの生
涯を描いた感動の伝記ドラマ。

７人の女性を主演に据えて描く異色のコメディ
・ドラマ。幻の滝を見にいく紅葉ツアーに参加
したおばちゃん７人が山中で遭難し、予期せ
ぬ過酷なサバイバル体験に右往左往するさま
をユーモラスに綴る。

88分 新日本 出演：根岸遙子


