
 

開催場所：福岡県立図書館 本館１階 企画展示室 

（エントランスホール内） 



  洋画

映画タイトル 監督 出演 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

ミクロキッズ ジョー・ジョンストン
リック・モラニス、マット・フルーワー、

マーシャ・ストラスマン、クリスティン・サザーランド
1990 アメリカ チラシ2、パンフレット1、プレスシート１

洋

4139

トータル・リコール ポール・バーホーベン
アーノルド・シュワルツェネッガー、

レイチェル・ティコティン、シャロン・ストーン
1990 アメリカ チラシ1+1、パンフレット1、スチール1

洋

4106

コンタクト ロバート・ゼメキス
ジョディ・フォスター、マシュー・マコノヒー、

ジョン・ハート、ジェームズ・ウッズ
1997 アメリカ パンフレット2、チラシ2、プレスシート1

洋

6617

銀河ヒッチハイクガイド ガース・ジェニングス
マーティン・フリーマン、サム・ロックウェル、

モス・デフ、ズーイー・デシャネル
2005 アメリカ プレスブック1

洋

8271

スノーピアサー ポン・ジュノ
クリス・エヴァンス、ソン・ガンホ、

ティルダ・スウィントン、ジェイミー・ベル
2014

韓国、アメリ

カ、フランス
プレスブック1

洋

10230

ゴースト・イン・ザ・シェル ルパート・サンダース
スカーレット・ヨハンソン、ビートたけし、

マイケル・カルメン・ピット、ピルー・アスベック
2017 アメリカ チラシ2、ファイル1

洋

10152

ヴァレリアン　千の惑星の救世主 リュック・ベッソン
デイン・デハーン、カーラ・デルヴィーニュ、

クライヴ・オーウェン、イーサン・ホーク
2018 フランス チラシ2+2

洋

10353

   邦画

映画タイトル 監督 出演 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

日本沈没 森谷司郎、中野昭慶
藤岡弘、いしだあゆみ、小林桂樹、滝田裕介、

二谷英明、中丸忠雄、村井国夫、夏八木勲
1973 日本 プレスシート2、チラシ1、スチール2

邦

1214

日本沈没 樋口真嗣、神谷誠
草彅剛、柴咲コウ、及川光博、福田麻由子、

吉田日出子、柄本明、國村隼、石坂浩二、豊川悦司
2006 日本 プレスブック1、チラシ2

邦

3752

CASSHERN キャシャーン 紀里谷和明
伊勢谷友介、麻生久美子、唐沢寿明、寺尾聰、

樋口可南子、小日向文世、宮迫博之、佐田真由美
2004 日本 チラシ2+2、パンフレット2

邦

3495

  映画資料展示「僕らが夢みた未来」　前期（８月６日～９月１日）展示内容



   アニメ

映画タイトル 監督 出演（声） 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

風の谷のナウシカ 宮崎駿
島本須美、辻村真人、京田尚子、納谷悟朗、永井一郎、

宮内幸平、八奈見乗児、矢田稔
1984 日本 プレスシート2+1、チラシ1

邦

380

AKIRA 大友克洋
岩田光央、佐々木望、小山茉美、石田太郎、玄田哲章、

大竹宏、伊藤福恵、中村龍彦、神藤一弘
1988 日本 チラシ1+1、プレスシート1、パンフレット1

邦

2117

スペース・ファミリージェットソンズ
ウィリアム・ハンナ、ジョセ

フ・バーベラ

ジョージ・オハンロン、メル・ブランク、

ペニー・シングルトン、ティファニー
1991 アメリカ プレスシート1、パンフレット1、チラシ1

洋

4227

イノセンス 押井守
大塚明夫、田中敦子、山寺宏一、大木民夫、仲野裕、

榊原良子、武藤純美、竹中直人
2004 日本 パンフレット1、チラシ1+1

邦

3493

ATOM デヴィッド・バワーズ
フレディ・ハイモア、ニコラス・ケイジ

（日本語吹替版：上戸彩、役所広司）
2009

香港

アメリカ
プレスブック1

洋

9884

映画タイトル 監督 出演（声） 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

のび太と銀河超特急（エクスプレス） 芝山努
大山のぶ代、小原乃梨子、たてかべ和也、肝付兼太、

野村道子、塩沢兼人、伊倉一恵
1996 日本 チラシ1、スチール1、シナリオ1

邦

3012

のび太のねじ巻き都市（シティー）冒険記 芝山努
大山のぶ代、小原乃梨子、内海賢二、松尾銀三、

佐々木望、白川澄子、野村道子、肝付兼太
1997 日本 チラシ1、シナリオ1

邦

3017

のび太の宇宙漂流記 芝山努
大山のぶ代、小原乃梨子、白石冬美、荘真由美、

野村道子、たてかべ和也、肝付兼太、野沢雅子
1999 日本 チラシ2、シナリオ1

邦

3121

のび太の結婚前夜 渡辺渉
大山のぶ代、小原乃梨子、野村道子、久米明、

たてかべ和也、肝付兼太、白川澄子、松原雅子
1999 日本 シナリオ1

邦

3120

ドラえもん　新・のび太の宇宙開拓史 寺本幸代
水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴、

関智一、千秋、香里奈、モリーナ、アヤカ・ウィルソン
2009 日本 新聞2

邦

5202

ドラえもん　新・のび太と鉄人兵団

はばたけ　天使たち
寺本幸代

水田わさび、大原めぐみ、かかずゆみ、木村昴、

関智一、千秋、沢城みゆき、小林由美子、加藤浩次
2011 日本 チラシ1

邦

5201

   ドラえもん特集



  洋画

映画タイトル 監督 出演 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

メトロポリス フリッツ・ラング
アルフレッド・アベル、グスタフ・フレーリッヒ、

ルドルフ・クライン・ロッゲ
1929 ドイツ チラシ1

洋

6212

メトロポリス　発声版 フリッツ・ラング
アルフレッド・アベル、グスタフ・フレーリッヒ、

ブリギッテ・ヘルム、ルドルフ・クライン・ロッゲ
1985 アメリカ チラシ2、プレスブック1

洋

3624

ソイレント・グリーン リチャード・フライシャー
チャールトン・ヘストン、リー・テイラー・ヤング、

エドワード・G・ロビンソン
1973 アメリカ ポスター１

洋

1658

2300年未来への旅 マイケル・アンダーソン
マイケル・ヨーク、リチャード・ジョーダン、

ジェニー・アガター、ロスコー・リー・ブラウン
1977 アメリカ パンフレット1、チラシ１

洋

2142

未知との遭遇 スティーヴン・スピルバーグ
リチャード・ドレイファス、テリー・ガー、

メリンダ・ディロン、ケイリー・グッフィ
1978 アメリカ チラシ1、プレスシート1

洋

2796

マッドマックス ジョージ・ミラー
メル・ギブソン、ジョアン・サミュエル、

ヒュー・キース・バーン、スティーヴ・ビズレー
1979

オースト

ラリア
チラシ1、パンフレット1、スチール2

洋

2731

ブレードランナー リドリー・スコット
ハリソン・フォード、ルトガー・ハウアー、

ショーン・ヤング、エドワード・ジェームズ・オルモス
1982 アメリカ

チラシ1、プレスシート1、

パンフレット1

洋

2551

遊星からの物体X ジョン・カーペンター
カート・ラッセル、ウィルフォード・ブリムリー、

T.K.カーター、デイヴィッド・クレノン
1982 アメリカ チラシ2、パンフレット1

洋

2924

未来警察 マイケル・クライトン
トム・セレック、シンシア・ローズ、ジーン・シモンズ、

カースティ・アレイ、スタン・ショウ
1985 アメリカ チラシ2、パンフレット1

洋

3622

デューン/砂の惑星 デイヴィッド・リンチ
ホセ・フェラー、シアン・フィリップス、

カイル・マクラクラン、フランシスカ・アニス
1984 アメリカ プレスブック1、チラシ2、スチール1

洋

1514

未来世紀ブラジル テリー・ギリアム
ジョナサン・プライス、ロバート・デ・ニーロ、

キャサリン・ヘルモンド、イアン・ホルム
1986 イギリス ポスター小１

洋

3623

第5惑星 ヴォルフガング・ペーターゼン
デニス・クエイド、ルイス・ゴセット・ジュニア、

ブライオン・ジェームズ
1986 アメリカ チラシ1、スチール3、その他1

洋

3455

ニューヨーク東８番街の奇跡 マシュー・ロビンス
ジェシカ・タンディ、ヒューム・クローニン、

フランク・マクレー、エリザベス・ペーニャ
1987 アメリカ パンフレット1、チラシ1、割引券1

洋

3505

ロボコップ ポール・バーホーベン
ピーター・ウェラー、ナンシー・アレン、

ダニエル・オハーリー、ロニー・コックス
1988 アメリカ チラシ2、プレスブック1

洋

4030

バトルランナー ポール・マイケル・グレイザー
アーノルド・シュワルツェネッガー、

マリア・コンチータ・アロンゾ、ヤフェット・コットー
1987 アメリカ パンフレット1、チラシ1+2

洋

3524

 映画資料展示「僕らが夢みた未来」　後期（９月３日～９月２９日）展示内容



   邦画

映画タイトル 監督 出演 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

宇宙からのメッセージ 深作欣二、矢島信男
ビック・モロー、フィリップ・カズノフ、

ペギー・リー・ブレナン、真田広之、岡部正純
1978 日本

プレスシート1、チラシ1、スチール2、

新聞2

邦

163

復活の日 深作欣二
草刈正雄、夏木勲、多岐川裕美、永島敏行、丘みつ子、

中原早苗、森田健作、千葉真一、渡瀬恒彦
1980 日本

プレスブック1、パンフレット1、

スチール2

邦

1425

さよならジュピター 小松左京、橋本幸治、川北紘一
三浦友和、ディアンヌ・ダンジェリー、小野みゆき、

レイチェル・ヒューゲット、平田昭彦
1984 日本

パンフレット1、プレスシート1、

チラシ1

邦

727

   アニメ

映画タイトル 監督 出演（声） 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

宇宙戦艦ヤマト 舛田利雄
納谷悟朗、富山敬、中村秀生、麻上洋子、広川太一郎、

永井一郎、青野武、緒方賢一、伊武雅之
1977 日本 チラシ1、プレスシート1、スチール4

邦

166

未来少年コナン 佐藤肇
小原乃梨子、信沢三恵子、青木和代、永井一郎、

吉田理保子、山内雅人、家弓家正
1979 日本 チラシ2

邦

1589

銀河鉄道999 りんたろう
野沢雅子、池田昌子、井上真樹夫、田島令子、肝付兼太、

富山敬、久松保夫、麻上洋子
1979 日本 チラシ1、プレスブック1、スチール2

邦

521

２１えもん

宇宙へいらっしゃい！
芝山努

井上和彦、杉山佳寿子、肝付兼太、潘恵子、二見忠男、

栗葉子、丸山裕子
1981 日本 チラシ1、プレスシート1

邦

1186

映画タイトル 監督 出演（声） 封切年 製作国 展示資料
資料
番号

のび太の宇宙開拓史 西牧秀夫
大山のぶ代、小原乃梨子、野村道子、肝付兼太、

たてかべ和也、加藤正之、千々松幸子
1981 日本 チラシ1、プレスシート1

邦

1142

のび太の宇宙小戦争

　 （リトルスターウォーズ）
芝山努

大山のぶ代、小原乃梨子、野村道子、たてかべ和也、

肝付兼太
1985 日本 チラシ1

邦

1997

のび太とアニマル惑星

　　　　 　（プラネット）
芝山努

大山のぶ代、小原乃梨子、野村道子、たてかべ和也、

肝付兼太、千々松幸子、田中真弓
1990 日本 チラシ2、プレスシート1

邦

2441

のび太とブリキの迷宮

　　　　　 （ラビリンス）
芝山努

大山のぶ代、小原乃梨子、たてかべ和也、肝付兼太、

野村道子、皆口裕子、大木民夫
1993 日本 チラシ2、プレスシート1

邦

2681

2112年 ドラえもん誕生 米谷良知
大山のぶ代、横山智佐、矢田稔、佐々木るん、

よこざわけい子、皆口裕子、太田淑子
1995 日本 チラシ1

邦

3022

   ドラえもん特集

映画資料展示「僕らが夢みた未来」　後期（９月３日～９月２９日）展示内容
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