
■	 2014年・劇場公開されたドキュメンタリー	 （調査・清水浩之） 

 

※	 黄色はneoneoで記事化された作品です（緑はニュース） 

 

▽１月 

フォスター卿の建築術 
METライブビューイング/ヴェルディ《ファルスタッフ》 

The Story of CNBLUE／NEVER STOP 

映画 沖縄美ら海水族館～海からのメッセージ 

和ちゃんとオレ 

ちいさな、あかり 

父は家元 遠州流茶道 綺麗さびの世界 

ＲＯＯＭ２３７ 
 

▽２月 

福島の未来―0.23μSv 

無人地帯 
地下音楽❤現場物語	 （広島・横川シネマ!!） 

かみさまとのやくそく 胎内記憶を語る子どもたち 
Mayday 3D LIVE MOVIE「NOWHERE ノアの方舟」 

ファンキー加藤 My VOICE～ファンモンから新たな未来へ 

村上和雄ドキュメント「SWITCH」～遺伝子が目覚める瞬間 

「食べること」で見えてくるもの 
劇場版 テレクラキャノンボール2013 

Dear Girl～Stories～THE MOVIE2 ACE OF ASIA 

渚のふたり 

福島 六ヶ所 未来への伝言 
変身－Metamorphosis 

ホームレス理事長	 退学球児再生計画 

オキュパイ・ラブ 
いのちをつくる iPS細胞・ES細胞がかなえる未来 

T-BOLAN THE MOVIE～あの頃、みんなT-BOLANを聴いていた 

中島みゆき 雛まつり 

ドストエフスキーと愛に生きる 

「瞬か」とは、なんだったのか？ 
ワールドプロレスリング3D 第8弾 1.4東京ドーム 2014 



▽３月 

怒れ！憤れ！ステファン・エセルの遺言 

北朝鮮強制収容所に生まれて 
DUBHOUSE：物質試行52 

伝説のレーサーたち	 命をかけた戦い 

僕がジョンと呼ばれるまで 

まちや紳士録 
METライブビューイング/ドヴォルザーク《ルサルカ》 

シネマパラダイス★ピョンヤン 

シネマ・トラベル	 マチュピチュ・ナスカ・アンコール遺跡編	  

マンガで世界を変えようとした男 ラルフ・ステッドマン 

遺言 原発さえなければ 
絆 再びの空へ―Blue Impulse― 

GET ACTION!! TEENGENERATE 

1000年後の未来へ 3.11 保健師たちの証言 

60万回のトライ 

グランドシネマ 坂東玉三郎《日本橋》 

パリ・オペラ座へようこそ オペラ《アイーダ》 

トークバック 沈黙を破る女たち 
ゲキ×シネ ZIPANG PUNK 五右衛門ロックIII 

ジャッカス クソジジイのアメリカ横断チン道中 
ダグアウトの向こう2013	 横浜DeNAベイスターズ公式ドキュメンタリー 

つ・む・ぐ 織人は風の道をゆく 

夢は牛のお医者さん 
 

▽４月 

ブライアン・ウィルソン ソングライター～ザ・ビーチ・ボーイズの光と影 
METライブビューイング/ボロディン《イーゴリ公》 

バルカンへ～From Tokyo to the Balkans 

うたの☆プリンスさまっ♪マジ LOVE LIVE 3rd STAGE in THEATER	  

アクト・オブ・キリング 
KAZUYA 世界一売れないミュージシャン 

シバ 縄文犬のゆめ 

世界の果ての通学路 

ネルソン・マンデラ釈放の真実 
METライブビューイング/マスネ《ウェルテル》 



ITECHO 凍蝶圖鑑	 （神戸・元町映画館） 

シロウオ～原発立地を断念させた町	 （大阪・シアターセブン） 

パリ・オペラ座へようこそ バレエ《眠れる森の美女》	  

他人の手紙 

日本一幸せな従業員をつくる！～ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦 

パンドラの約束 

神宮希林 わたしの神様 
RIDE FOR LIFE～The Eigo Sato Story～ 

上島ジェーン ビヨンド 
 

▽５月 

ネイチャー 

アイ・スーパーバイカー 

アイ・スーパーバイカー ザ・ショウダウン 

おとなのかがく 
CRASS：ゼア・イズ・ノー・オーソリティ・バット・ユアセルフ 

ファースト・グライド 
パリ・オペラ座へようこそ オペラ《清教徒》	 ※「シーズン2 2013-14」予告 

マドモアゼルＣ ファッションに愛されたミューズ 

いわきノート 
Ａ２-Ｂ-Ｃ 

ジストニア 
METライブビューイング/プッチーニ《ラ・ボエーム》 

れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー しんかんせんとわくわくでんしゃ大集合 

FOOL COOL ROCK！ONE OK ROCK DOCUMENTARY FILM 

ネクスト・ゴール！世界 弱のサッカー代表チーム 0対31からの挑戦 

NY ANNIVERSARY LIVE！ ポール・マッカートニー《グッド・イブニング・

ニューヨーク・シティ》  
METライブビューイング/モーツァルト《コジ・ファン・トゥッテ》 

ヴァンダナ・シヴァの いのちの種を抱きしめて 
Sound Horizon 10周年特別企画「劇場版 The Assorted Horizons」 

美しいひと 
OYAKO～present to the future 

桂由美 マザー・オブ・ザ・ブライド 
SAYAMA みえない手錠をはずすまで 

みつばちの大地 



METライブビューイング/ロッシーニ《ラ・チェネレントラ》 

スーパーローカルヒーロー	 （広島・シネマ尾道） 
 

▽６月 

WE ARE REDS THE MOVIE～開幕までの7日間 

エル・マール・ミ・アルマ―南米チリの海、そして人、出会いの旅― 

華 いのち 中川幸夫 

ビッグ・イージー・エクスプレス 
PLAYGROUND BASKETBALL,NEW YORK CITY 

シネマ落語 落語研究会 昭和の名人 七 古今亭志ん朝独演会 
マージナル＝ジャカルタ・パンク 2014年春版 

パリ・オペラ座へようこそ オペラ《西部の娘》 
SiM「10 YEARS -SPECIAL EDiTiON-」 

ホドロフスキーのDUNE 

石川文洋を旅する 

中国・日本 わたしの国 
NY ANNIVERSARY LIVE！ ビリー・ジョエル《ライヴ・アット・シェイ・ス

タジアム ザ・コンサート》 

収容病棟 

花の億土へ 

ビヨンド・ザ・エッジ 歴史を変えたエベレスト初登頂 

美空ひばり 不死鳥コンサート【極上音響上映】	  
 

▽７月 

DOCUMENTARY of AKB48 The time has come 少女たちは、今、その背中

に何を想う？  

革命の子どもたち 
消えた画(え) クメール・ルージュの真実 

坑道の記憶～炭鉱絵師・山本作兵衛 
DANCHI NO YUME 

NY ANNIVERSARY LIVE！ サイモン&ガーファンクル《セントラルパーク・

コンサート》  

黄金のメロディ～マッスル・ショールズ 
大いなる沈黙へ―グランド・シャルトルーズ修道院 

シネマ歌舞伎/歌舞伎クラシック	 勧進帳 船弁慶 身替座禅 

NY ANNIVERSARY LIVE！ ボン・ジョヴィ《インサイド・アウト》  



パリ・オペラ座へようこそ バレエ《白鳥の湖》	 ※５月《清教徒》を参照 

影の王国	 ※予告なし 

興味深い時代を生きますように	  
ダニエル・シュミット―思考する猫 

ほんとうのうた～朗読劇「銀河鉄道の夜」を追って 

毎日がアルツハイマー２ 

靖国・地霊・天皇 
VHSテープを巻き戻せ！ 

みんな生きている～飼い主のいない猫と暮らして 
 

▽８月 

おばあちゃんが伝えたかったこと カンボジア・トゥノル・ロ村の物語	  

パリ・オペラ座へようこそ オペラ《フィガロの結婚》	  

ろまんちっくろーど～金木義男の優雅な人生（大阪・シアターセブン） 

ジプシー・フラメンコ 

山口冨士夫／皆殺しのバラード 

太陽と月と～私たちの憲法の人々の情熱	 （大阪・シネヌーヴォ） 
TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI 

クィーン・オブ・ベルサイユ～大富豪の華麗なる転落 

ローマ環状線、めぐりゆく人生たち 

わたしたちに許された特別な時間の終わり 

ＧＯＳＰＥＬ 

セデック・バレの真実 

魂のリアリズム 画家 野田弘志 

リヴァイアサン 
徳川埋蔵金伝説 大発掘プロジェクト 2014 将軍家の暗号 

クライマー パタゴニアの彼方へ 

物語る私たち 
 

▽９月 

ブライアン・ウィルソン ソングライターPART2～孤独な男の話をしよう 

パリ・オペラ座へようこそ バレエ《バランシン/ミルピエ》	  

アトリエいろいろ 
Nas/タイム・イズ・イルマティック 

ピーター・ブルックの世界一受けたいお稽古 
ボーカロイドオペラ 葵上 with 文楽人形 



ぼくらは動物探検隊～富士サファリパークで大冒険 

劇場版 稲川怪談 かたりべ 

アルゲリッチ 私こそ、音楽！ 
アンナプルナ南壁―7,400mの男たち 

聖者たちの食卓 

世界一美しいボルドーの秘密 
 

▽１０月 

そばにいるよ！～自閉症(オーディズム)と車椅子の監督 

ナニワのシンセ界 
ラブセッション LOVE SESSION 

パリ・オペラ座へようこそ オペラ《椿姫》 

熊野から 
ハッピー・リトル・アイランド―長寿で豊かなギリシャの島で 

福島 生きものの記録 シリーズ２～異変 
ONE DIRECTION "Where We Are" コンサート・フィルム  

ミンヨン 倍音の法則 
ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE2 サイキック・ラブ 

ミュージカル「テニスの王子様」青学vs四天宝寺 

ＷＴＦ 

イラク チグリスに浮かぶ平和 
ミュージカル「テニスの王子様」全国大会 青学vs立海 

 

▽１１月 

鳥の道を越えて 
光の音色―THE BACK HORN Film― 

METライブビューイング ヴェルディ《マクベス》 

無知の知 
ジェイソン・ベッカー NOT DEAD YET  

至高のエトワール～パリ・オペラ座に生きて 

日本と原発 

さかなかみ 

糸の切れた凧 渡辺護が語る渡辺護（大阪・第七藝術劇場） 
ASAHIZA 人間は、どこへ行く 

映画としての音楽 

谷川さん、詩をひとつ作ってください。 



フタバから遠く離れて 第二部 
METライブビューイング モーツァルト《フィガロの結婚》  

TATSUMI マンガに革命を起こした男 

うまれる ずっと、いっしょ。 
The obroaders オブローダー 廃道探検家 

三里塚に生きる 

ダムネーション 

白夜のタンゴ 
超LIFE～小沢健二 SPECIAL 

 

▽１２月 

BUMP OF CHICKEN“WILLPOLIS 2014”劇場版 

ビリー・エリオット ミュージカルライブ／リトル・ダンサー 
Over The L'Arc-en-Ciel 

生まれ変わりの村	  

加藤くんからのメッセージ 

ダグアウトの向こう 今を生きるということ。  

パーソナル・ソング 

ミタケオヤシン 

超能力研究部の３人 
FILMAGE：The Story of DESCENDENTS / ALL 

ふたつの祖国、ひとつの愛～イ・ジュンソプの妻 
METライブビューイング ビゼー《カルメン》 

妻の病 レビー小体型認知症 

天空からの招待状 
SSTV版 BiSキャノンボール2014	  

みんなのアムステルダム国立美術館へ 

私の恋活ダイアリー 
さよなら東京（UNDER COVER JAPAN 第二部）	  

イザイホウ 
 


