◆2018 年 新潟市 公開映画リスト〈月刊ウインド版〉◆
2018 年に新潟市内で上映された一般映画のリストです。
再映や 1 回だけの上映会の作品、年内に封切られ翌年１月まで上映する作品も掲載しています。
あくまで参考のためのリストですので、ここにない作品をベストテンに選んでも構いません。
※（ ）内は会場 or 催し名(イベントに限り記載)
※公開順ではありません
※記載漏れ、二重、等ご容赦ください
※舞台・ライブの劇場版・中継は基本的に除く
※2D3D4DX 吹替字幕は分けて記載していません
------------------------------------------------------□8 年越しの花嫁 奇跡の実話
□CINEMA FIGHTERS
□Dear Girl Stories THE MOVIE 3 the United Kingdom of KOCHI 蒼の継承編
□DESTINY 鎌倉ものがたり
□IT/イット “それ”が見えたら、終わり。
□MOTHER FUCKER
□THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY−リミット・ オブ・スリーピング ビューティ
□アニー・ホール（午前十時の映画祭）
□いただきます みそをつくる子どもたち
□いぬむこいり
□オール・アイズ・オン・ミー
□オリエント急行殺人事件
□ガールズ＆パンツァー 最終章 第 1 話
□カレーライスを一から作る(コミュニティシネマにいがた)
□カンフー・ヨガ
□キングスマン：ゴールデン・サークル
□禁じられた遊び
□ゴッホ〜最期の手紙〜
□ザ・リング/リバース
□サーミの血
□シェルブールの雨傘
□ジオストーム
□地獄門(生涯学習センター)
□ジャスティス・リーグ
□シンクロナイズドモンスター
□スター・ウォーズ/最後のジェダイ
□スリー・ビルボード
□セザンヌと過ごした時間
□セブン・シスターズ
□戦争のはらわた
□ダークタワー
□デトロイト
□ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー2 後編
□ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！
□ノクターナル・アニマルズ
□パーティで女の子に話しかけるには
□バーフバリ 王の凱旋
□バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版（午前十時の映画祭）
□パディントン 2

□ヒマラヤの赤い自転車
□プラネタリウム
□プラハのモーツァルト 誘惑のマスカレード
□ペーパー・ムーン（午前十時の映画祭）
□ポンチョに夜明けの風はらませて
□ミッキーとプルートの短編（東地区公民館）
□名犬ラッシー（東地区公民館）
□ミッドナイト・バス
□KILLER TUNE RADIO (MOOSIC LAB 2107)
□GREAT ROMANCE Ⅱ(MOOSIC LAB 2107)□聖なるもの(MOOSIC LAB 2107)
□デゾレ(MOOSIC LAB 2107)
□Groovy (MOOSIC LAB 2107)
□破れタイツのビリビリラップ(MOOSIC LAB 2107)
□BEATOPIA (MOOSIC LAB 2107)
□ぱん。(MOOSIC LAB 2107)
□なっちゃんはまだ新宿 (MOOSIC LAB 2107)
□左京区ガールズブラボー(MOOSIC LAB 2107)
□ラ・ラ・ランド
□リベンジ girl
□ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ
□ロシュフォールの恋人たち
□悪と仮面のルール
□伊藤くん A to E
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 1 章 嚆矢篇(こうしへん)
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 2 章 発進篇
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 3 章 純愛篇
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 4 章 天命篇
□嘘を愛する女
□映画 中二病でも恋がしたい！ -Take On Me□映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド鬼王の復活
□映画かいけつゾロリ ZZ のひみつ
□永遠のジャンゴ
□仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL ビルド&エグゼイド with レジェンドライダー
□火花
□牙狼〈GARO〉神ノ牙 KAMINO KIBA
□希望のかなた
□祈りの幕が下りる時
□劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO□劇場版 マジンガーZ/ INFINITY
□劇場版 進撃の巨人 Season2〜覚醒の咆哮〜
□鋼の錬金術師
□婚約者の友人
□咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A
□写真甲子園 0.5 秒の夏
□女神の見えざる手
□勝手にふるえてろ
□新世紀、パリ・オペラ座
□星めぐりの町
□西遊記 ヒーロー・イズ・バック
□探偵は BAR にいる 3
□猫が教えてくれたこと
□彼女がその名を知らない鳥たち

□不都合な真実 2：放置された地球
□不能犯
□風の色
□未成年だけどコドモじゃない
□74 歳のペリカンはパンを売る。
□15 時 17 分、パリ行き
□5 パーセントの奇跡〜嘘から始まる素敵な人生
□ALL YOU NEED is PUNK and LOVE
□blank13
□ホペイロの憂鬱(ニイガタ・フットボール映画祭)
□TESE テセ(ニイガタ・フットボール映画祭)
□Voy！ ある選手たちの戦い(ニイガタ・フットボール映画祭)
□The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ
□ThunderboltFantasy 生死一劍
□おくりびと（生涯学習センター、ほんぽーと、新大ライブラリーシネマ）
□オレの獲物はビンラディン
□ギルバート・グレイプ（午前十時の映画祭）
□キングスマン：ゴールデン・サークル
□グレイテスト・ショーマン
□グレーの子パンダ 小さなグレートの成長日記
□コードギアス 反逆のルルーシュ II 叛道
□この世界の片隅に （イオン新潟南、秋葉区文化会館）
□ザ・リング/リバース
□さざなみ
□サニー/32
□さよならの朝に約束の花をかざろう
□シェイプ・オブ・ウォーター
□スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット
□はじまりのボーイミーツガール
□パンダコパンダ
□パンとバスと 2 度目のハツコイ
□ふしぎな岬の物語
□ブラックパンサー
□マンハント
□メロホリック〜恋のプロローグ〜
□もうろうを生きる
□モンパルナスの灯
□ユダヤ人を救った動物園〜アントニーナが愛した命
□リバーズ・エッジ
□ル・アーヴルの靴みがき
□ルージュの手紙
□レオン
□レディ・ガイ
□ロダン カミーユと永遠のアトリエ
□悪女/AKUJO
□嘘八百
□映画 聲の形
□仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartI 仮面ライダーブレイブ＆スナイプ
□仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartII 仮面ライダーパラドクス with ポッピー
□花筐/HANAGATAMI
□絵文字の国のジーン
□空海—KU-KAI— 美しき王妃の謎

□劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel]I.presage flower
□劇場版 Infini−T Force/ガッチャマン さらば友よ
□劇場版アイドルキャノンボール 2017
□劇場版ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール
□劇場版ときめきレストラン☆☆☆MIRACLE６
□今夜、ロマンス劇場で
□新妹魔王の契約者(テスタメント)
□DEPARTURES
□人生はシネマティック！
□人生フルーツ (シネ・ウインド、越後森林館)
□星めぐりの町
□第三の男
□地の塩 山室軍平
□長崎ぶらぶら節
□天国の駅
□忘れない！戦場で傷ついた子どもたち
□密偵
□名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)
□羊の木
□麥秋(1951) （午前十時の映画祭）
□BADDREAM (シネ・ウインド、コミュニティシネマにいがた)
□honey
□Kalafina 10th Anniversary Film 〜夢が紡ぐ輝きのハーモニー〜
□STOP
□ヴァレリアン 千の惑星の救世主
□ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男
□エル ELLE
□思い出は映画とともに（新潟市美術館）
□カーラヌカン
□クソ野郎と美しき世界
□クラッシャージョウ
□ここから歩き始める（生涯学習センター）
□ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル
□ダンシング・ベートーヴェン
□ちはやふる -結び□トゥームレイダー ファースト・ミッション
□トレイン・ミッション
□ナチュラルウーマン(2017)
□ハモニカ太陽 総集編(巻文化会館)
□ビジランテ
□ヒューマン・ハンター
□フランダースの犬（生涯学習センター）
□プリンシパル〜恋する私はヒロインですか？
□ベロニカとの記憶
□ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書
□ボス・ベイビー
□リメンバー・ミー
□レッド・スパロー
□映画しまじろう まほうのしまのだいぼうけん
□映画ドラえもん のび太の宝島
□映画プリキュアスーパースターズ！
□越後のしな布（生涯学習センター）

□仮面ライダーエグゼイド トリロジー アナザー・エンディング PartIII 仮面ライダーゲンム VS レーザー
□去年の冬、きみと別れ
□劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!
□劇場版 機動戦士ガンダム 00 A wakening of the Trailblazer
□坂道のアポロン
□殺人者の記憶法
□匠の世界 染織（生涯学習センター）
□招かれざる客(1967) （午前十時の映画祭）
□禅と骨
□装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ 劇場版
□曇天に笑う
□否定と肯定
□被ばく牛と生きる
□文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
□北の桜守
□恋とボルバキア
□THE PROMISE/君への誓い
□アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー
□いぬやしき
□いのちのあさがお
□エターナル
□エンドレス・ポエトリー
□コンフィデンシャル/共助
□タイタニック(1997) （午前十時の映画祭）
□となりの怪物くん
□パシフィック・リム：アップライジング
□はじめてのおもてなし
□ハッピーエンド
□ベルリン・シンドローム
□ぼくの名前はズッキーニ
□ママレード・ボーイ
□ミスミソウ
□モダンタイムス（生涯学習センター）
□ゆれる人魚
□ライオンは今夜死ぬ
□リズと青い鳥
□レイチェルカーソンの感性の森（生涯学習センター）
□レディ・プレイヤー1
□ローズの秘密の頁
□劇場版 SERVAMP-サーヴァンプ- -Alice in the Garden□名探偵コナン ゼロの執行人
□太陽がいっぱい （午前十時の映画祭）
□星くず兄弟の新たな伝説
□映画 きかんしゃトーマス とびだせ！ 友情の大冒険
□映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ 〜拉麺大乱〜
□地獄の黙示録（午前十時の映画祭）
□稚内発学び座〜ソーランの歌が聞こえる〜（生涯学習センター）
□野球部員、演劇の舞台に立つ！
□世界一と言われた映画館～酒田グリーン・ハウス証言集(パルム)
□シーモアさんと、大人のための人生入門(コミュニティシネマにいがた)
□草とり草紙(総合福祉会館)
□息の跡(総合福祉会館)

□GODZILLA 決戦機動増殖都市
□HURRY GO ROUND
□アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル
□ウイスキーと２人の花嫁
□オール・ザット・ジャズ （午前十時の映画祭）
□おだやかな革命
□ゲティ家の身代金
□ゴーギャン タヒチ、楽園への旅
□コードギアス 反逆のルルーシュ III 皇道
□サイモン＆タダタカシ
□さらば青春、されど青春。
□シェーン（午前十時の映画祭）
□ジュピターズ・ムーン
□チェリーボーイズ
□渚のマーメイド
□値切られた身代金
□透視せよ!タケオ
□デッドプール 2
□ニワトリ★スター
□のみとり侍
□ピーターラビット
□ピンカートンに会いにいく
□ファントム・スレッド
□ホース・ソルジャー
□モリのいる場所
□ラスト・ホールド！
□ラブ×ドック
□ラプラスの魔女
□ランペイジ 巨獣大乱闘
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 5 章 煉獄篇
□遠ざかる（新大ライブラリーシネマ）
□仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE 最後ノ審判
□機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星
□劇場版 プリパラ＆キラッとプリ☆チャン 〜きらきらメモリアルライブ〜
□劇場版 仮面ライダーアマゾンズ Season1 覚醒
□犬ヶ島
□孤狼の血
□港町
□妻よ薔薇のように 家族はつらいよ III
□大いなる幻影(1937)
□値切られた身代金
□君の名前で僕を呼んで
□馬を放つ
□友罪
□恋は雨上がりのように
□恋多き女(1956)
□苦い銭
□バクシーシ山下の社会科見学 in 新潟７
□50 回目のファーストキス
□52Hz のラヴソング
□B'z 30th Year Exhibitio“SCENES”1988-2018 劇場版
□D5 5 人の探偵

□OVER DRIVE
□PEACE MAKER 鐵 想道
□SHIDAMYOJIN（ゴールデンピッグス）
□THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ！
□Vision
□アイスと雨音
□あさがおと加瀬さん。
□アバウト・レイ 16 歳の決断
□オンリー・ザ・ブレイブ
□きっと、いい日が待っている(にいがた国際映画祭)
□すれ違いのダイアリーズ (にいがた国際映画祭)
□スイス・アーミー・マン(にいがた国際映画祭)
□クイーン 旅立つ私のハネムーン(にいがた国際映画祭)
□英雄の谷(にいがた国際映画祭)
□わたしたち(にいがた国際映画祭)
□十年 (にいがた国際映画祭)
□星空(にいがた国際映画祭)
□ザ・スクエア 思いやりの聖域
□さよなら、僕のマンハッタン
□ジュラシック・ワールド
□タクシー運転手 〜約束は海を越えて〜
□ダンガル きっと、つよくなる
□ニッポン国 VS 泉南石綿村
□ニンジャバットマン
□ばぁちゃんロード
□フューチャーワールド
□フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法
□メイズ・ランナー：最期の迷宮
□ゆずりは
□ラブレス
□ワンダー 君は太陽
□家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。
□空飛ぶタイヤ
□劇場版 ドルメン X
□七人の侍 （午前十時の映画祭）
□終わった人
□女と男の観覧車
□女は二度決断する
□娼年
□焼肉ドラゴン
□巣立ちの島唄（内野公民館）
□曇天に笑う〈外伝〉〜宿命、双頭の風魔〜
□二重被爆 語り部山口彊の遺言（白根学習館）
□猫は抱くもの
□万引き家族
□用心棒(1961) （午前十時の映画祭）
□羊と鋼の森
□日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち
□海の彼方
□SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬
□ラッキー
□30 年後の同窓会

□BLEACH
□Imago Dei(新大ライブラリーシネマ）
□K SEVEN STORIES Episode 1 R:B 〜BLAZE〜MUSE DRONES WORLD TOUR
□REVENGE リベンジ
□アーリーマン〜ダグと仲間のキックオフ！〜
□アメリカン・アサシン
□インクレディブル・ファミリー
□インサイド
□ウインド・リバー
□過速スキャンダル（国際友好会館）
□小三治（小針青山公民館）
□しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス
□シューマンズ バー ブック
□ジュラシック・ワールド/炎の王国
□セラヴィ！
□センセイ君主
□それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星
□それから
□ダリダ〜あまい囁き〜
□ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
□パンク侍、斬られて候
□ピース・ニッポン
□ビューティフル・デイ
□フェリーニに恋して
□フジコ・へミングの時間
□メリー・ポピンズ（午前十時の映画祭）
□リザとキツネと恋する死者たち
□レディ・バード
□ワンダーストラック
□宇宙戦隊キュウレンジャーVS スペース・スクワッド
□危険な関係(1959)
□劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命
□劇場版ポケットモンスター みんなの物語
□見栄を張る
□四月の永い夢
□私の人生なのに
□修道士は沈黙する
□少女邂逅
□心と体と
□生きる街
□青夏 きみに恋した 30 日
□椿三十郎(1962) （午前十時の映画祭）
□雨に唄えば（午前十時の映画祭）
□虹色デイズ
□彼の見つめる先に
□未来のミライ
□29 歳問題
□DTC-湯けむり純情篇-from HiGH&LOW
□K SEVEN STORIES Episode 2 SIDE: BLUE 天狼の如く
□あした元気にな〜れ！（生涯学習センター）
□オーシャンズ 8
□彼らが本気で編む時は、
（ほんぽーと）

□グリース （午前十時の映画祭）
□ザ・ビッグハウス
□旅立ちの島唄（西地区公民館）
□ちいさな英雄 -カニとタマゴと透明人間□テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部
□点子ちゃんとアントン（生涯学習センター）
□虹色ほたる〜永遠の夏休み（生涯学習センター）
□バトル・オブ・ザ・セクシーズ
□ヒットマン：インポッシブル
□ペンギン・ハイウェイ
□ボディガード(1992) （午前十時の映画祭）
□マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー
□ミッション：インポッシブル／フォールアウト
□ロンドン、人生はじめます
□映画ドライブヘッド〜トミカハイパーレスキュー 機動救急警察〜
□海を駆ける
□銀魂 2 掟は破るためにこそある
□劇場版 のんのんびより ばけーしょん
□劇場版 仮面ライダービルド Be The One
□劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
□検察側の罪人
□獄友
□犯罪都市
□返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す
□僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2 人の英雄(ヒーロー)
□夜の浜辺でひとり
□みつばちと地球とわたし〜ひとつぶの命に秘められた 大きな環のおはなし〜（ユニゾンプラザ）
□ストリート・オブ・ファイヤー
□ハンガリー連続殺人鬼
□3D 彼女 リアルガール
□A/KE/SA/KI
□father カンボジアへ幸せを届けた ゴッちゃん神父の物語
□K SEVEN STORIES Episode 3 SIDE:GREEN 〜上書き世界
□MEG ザ・モンスター
□SUNNY 強い気持ち・強い愛
□あぶあぶあの奇跡（生涯学習センター）
□あん
□アントマン＆ワスプ
□いつも月夜に米の飯
□ガールズ＆パンツァー 第 63 回戦車道全国高校生大会 総集編
□カメラを止めるな！
□くちづけ（西地区公民館）
□クレイジー・リッチ！
□クワイエット・プレイス
□コーヒーが冷めないうちに
□コスタリカの奇跡（りゅーとぴあ・スタジオ A）
□ザ・プレデター
□深夜食堂（生涯学習センター）
□スカイスクレイパー
□トップガン（午前十時の映画祭）
□パーフェクトワールド 君といる奇跡
□晴れ舞台はブロードウェイで〜シニア劇団の挑戦〜（生涯学習センター）

□プーと大人になった僕
□プラトーン（午前十時の映画祭）
□ブリグズビー・ベア
□ボルグ/マッケンロー 氷の男と炎の男
□マルクス・エンゲルス
□ラスト・ワルツ
□ルームロンダリング
□映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険
□沖縄スパイ戦史
□灰とダイヤモンド（午前十時の映画祭）
□潟の夢映画祭 2018（クロスパル）
□泣き虫しょったんの奇跡
□響 -HIBIKI□君の膵臓をたべたい
□劇場版 夏目友人帳〜うつせみに結ぶ〜
□劇場版 フリクリ オルタナ
□劇場版 若おかみは小学生！
□散り椿
□志乃ちゃんは自分の名前が言えない
□死霊館のシスター
□食べる女
□寝ても覚めても
□正しい日 間違えた日
□曇天に笑う〈外伝〉〜桜華、天望の架橋〜
□縄文にハマる人々
□母という名の女
□魔法少女リリカルなのは Reflection
□累-かさね□ガチ星
□クレアのカメラ
□菊とギロチン
□ハーヴェイ・ミルク(コミュニティシネマにいがた)
□病院で死ぬということ（メディアシップ）
□1987、ある闘いの真実
□K SEVEN STORIES Episode 4Lost Small World 〜檻の向こうに〜
□Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow
□あいあい傘
□あのコの、トリコ。
□あの頃、君を追いかけた
□イコライザー2
□エンジェル、見えない恋人
□オズランド 笑顔の魔法おしえます。
□きみの鳥はうたえる
□きらきら眼鏡
□クリミナル・タウン
□ゲッベルスと私
□ここは退屈迎えに来て
□ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜
□ザ・アウトロー
□スープ・オペラ（生涯学習センター）
□スモールフット
□そして父になる（西地区公民館）

□ソフィーの選択（午前十時の映画祭）
□誰がために鐘は鳴る（生涯学習センター）
□チューリップ・フィーバー 肖像画に秘めた愛
□ちょっとの雨ならがまん
□デス・ウィッシュ
□バッド・ジーニアス 危険な天才たち
□ハナレイ・ベイ
□パパはわるものチャンピオン
□ハリー・ポッターと賢者の石
□ヒトラーへの 285 枚の葉書(新潟ドイツ映画祭)
□ヒトラーを欺いた黄色い星 (新潟ドイツ映画祭)
□少女ファニーと運命の旅(新潟ドイツ映画祭)
□ビブリア古書堂の事件手帖
□ファー・イースト・ベイビーズ
□マイライフ・アズ・ア・ドッグ（午前十時の映画祭）
□モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!
□モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ
□欲望という名の電車（生涯学習センター）
□ルイスと不思議の時計
□愛しのアイリーン
□宇宙の法—黎明編—
□映画ＨＵＧっと！プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
□億男
□音量を上げろタコ！なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ！！
□覚悟はいいかそこの女子。
□劇場版 はいからさんが通る 後編 〜花の東京大ロマン〜
□劇場版 フリクリ プログレ
□血筋
□皇帝ペンギン ただいま
□祝福〜オラとニコデムの家〜
□聖☆おにいさん
□赤毛のアン 初恋
□日日是好日
□薄墨桜 -GARO□悲しみに、こんにちは
□魔法少女リリカルなのは Detonation
□旅猫リポート
□カタブイ-沖縄に生きる-（クロスパル）
□未来を花束にして(にいがた女性会議)
□ANEMONE／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
□BLOOD-CLUB DOLLS1
□Buddhist −今を生きようとする人たち−（テンプルフェス）
□Burn the Stage : the Movie
□GODZILLA 星を喰う者
□K SEVEN STORIES Episode 5 メモリー・オブ・レッド 〜BURN〜
□PEACE MAKER 鐵 友命
□SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD
□アイドル
□アウト＆アウト
□アンダー・ザ・シルバーレイク
□ういらぶ。
□ヴェノム

□グッバイ・ゴダール！
□米百俵-小林虎三郎の天命（生涯学習センター）
□サムライせんせい
□シャークネード ラスト・チェーンソー
□ジャイアンツ（午前十時の映画祭）
□ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲
□スターリンの葬送狂騒曲
□スマホを落としただけなのに
□天心（生涯学習センター）
□ときめき一念発起 完全版
□ニート・ニート・ニート
□ハード・コア
□ピカソ 天才の遺産（新潟市美術館）
□ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
□フィンセント・ファン・ゴッホ：新たなる視点
□不思議なクニの憲法 2018 決めるのは私たち（内野まちづくり センター）
□ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ
□ボヘミアン・ラプソディ
□ポリス・ストーリー／REBORN
□マダム・イン・ニューヨーク（西地区公民館）
□ミケランジェロ：愛と死
□明治を駆け抜けた人 吉田東伍と「大日本地名辞典」（生涯学習センター）
□ゆうゆうたる持続 諸橋轍次と「大漢和辞典」
（同上）
□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第 6 章 回生篇
□運命は踊る
□家族のはなし
□怪獣娘(黒) 〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜
□近松物語（午前十時の映画祭）
□劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い
□劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
□妻の愛、娘の時
□止められるか、俺たちを(33 周年祭)
□性の放浪(33 周年祭)
□犯された白衣 (33 周年祭)
□ゆけゆけ二度目の処女(33 周年祭)
□マイ・プレシャス・リスト(33 周年祭)
□にいがたインディーズムービーフェスティバル(33 周年祭)
□ゴーストスクワッド(33 周年祭)
□ゲスに至る病(33 周年祭)
□私は、クロード・モネ
□銃
□人魚の眠る家
□生きてるだけで、愛。
□赤毛のアン 卒業
□走れ！T 校バスケット部
□続・終物語
□体操しようよ
□判決、ふたつの希望
□母さんがどんなに僕を嫌いでも
□ファイティン！
□女になる(市民プラザ)
□パレードへようこそ(万代市民会館)

□人生、いろどり（西地区公民館）
□カサブランカ(新大ライブラリーシネマ)
□雨の夜にも絶え間なくひかる(新大ライブラリーシネマ)
□めぐみ-引き裂かれた家族の 30 年(葛塚コミュニティセンター)
□怪盗グルーのミニオン大脱走(新津地域交流センター)
□ミッキーマウスのキャンピングカー(新津地域交流センター)
□バクシーシ山下の社会科見学 8
□アース:アメイジング・デイ
□かぞくいろ―RAILWAYS わたしたちの出発―
□くるみ割り人形と秘密の王国
□K SEVEN STORIES Episode 6 Circle Vision ～Nameless Song～
□jam
□ラ・チャナ
□ギャングース
□Merry Christmas!～ロンドンに奇跡を起こした男
□機動戦士ガンダムＮＴ
□セルジオ＆セルゲイ 宇宙からハロー！
□メサイア 幻夜乃刻
□モダンライフ・イズ・ラビッシュ～ロンドンの泣き虫ギタリスト
□おとなの恋は、まわり道
□華氏 119
□来る
□愛と法
□Workers 被災地に起つ
□search／サーチ
□スカイライン 奪還
□裸の島（午前十時の映画祭）
□ムタフカズ
□暁に祈れ
□映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
□グリンチ
□ドラゴンボール超 ブロリー
□春待つ僕ら
□教誨師
□斬、
□アンナ・カレーニナ ヴロンスキーの物語
□遊星からの物体 X
□ニセコイ
□アリー/スター誕生
□仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
□アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング
□こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
□シュガー・ラッシュ：オンライン
□パリの恋人（午前十時の映画祭）
※リスト制作 月刊ウインド編集部

