
◆2017年 新潟市 公開映画リスト◆ 

 

2017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 

 

------------------------------------------------------- 

□マダム・ローレンス 夢見るふたり 

□ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ 

□ドント・ブリーズ 

□初恋のきた道(午前十時の映画祭) 

□ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち 

□アンダーワールド ブラッド・ウォーズ 

□傷物語 Ⅲ 冷血篇 

□きんいろモザイク Pretty Days 

□健さん 

□甲鉄城のカバネリ 総集編 前編 集う光 

□甲鉄城のカバネリ 総集編 後編 燃える命 

□聖なる呼吸 ヨガのルーツに出会う 

□地球に落ちて来た男 

□この世界の片隅に 

□ANNIEアニー(北区文化会館) 

□それいけ!アンパンマンおもちゃの星のナンダとルンダ(東区プラザ) 

□きかんしゃトーマス探せ!!謎の海賊船と失われた宝物(東区プラザ) 

□ペコロスの母はに会いに行く(東区プラザ) 

□Bros.マックスマン 

□ブルゴーニュで会いましょう 

□僕らのごはんは明日で待ってる 

□メン・イン・キャット 

□バイオハザード：ザ・ファイナル 

□ピートと秘密の友達 

□ポッピンＱ 

□土竜の唄 香港狂騒曲 

□映画 好きになるその瞬間を。～告白実行委員会 

□映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！   

□ぼくは明日、昨日のきみとデートする 

□ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー 

□海賊とよばれた男 

□仮面ライダー平成ジェネレーションズDr.パックマン対エグゼイド＆ゴーストwithレジェンドライダー 

□劇場版 艦これ 

□ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 

□君の名は。 

□映像でつづる昭和の記録 第11集(1/19県立生涯学習推進センター)  

□夕映えのみち(1/19県立生涯学習推進センター)  

□おじいちゃんの里帰り(1/22県立生涯学習推進センター)  



□ヘレン・ケラーを知っていますか(1/26県立生涯学習推進センター)  

□教授のおかしな妄想殺人 

□劇場版 新・ミナミの帝王 

□山の郵便配達(午前十時の映画祭) 

□アラバマ物語(午前十時の映画祭) 

□ジャニス リトル・ガール・ブルー 

□相棒-劇場版 IV- 首都クライシス 人質は50万人！特命係 最後の決断 

□サバイバルファミリー 

□チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃第2章 

□マリアンヌ 

□君と100回目の恋 

□LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門 

□ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 

□虐殺器官 

□恋妻家宮本 

□キセキ −あの日のソビト− 

□破門 ふたりのヤクビョーガミ 

□ドクター・ストレンジ 

□マグニフィセント・セブン 

□スノーデン 

□奇跡の人(午前十時の映画祭) 

□ノーマ東京 世界一のレストランが日本にやって来た 

□アスファルト 

□ミスター・ダイナマイト ファンクの帝王ジェームス・ブラウン 

□はじまりはヒップホップ 

□誰のせいでもない 

□ザ・コンサルタント 

□沈黙-サイレンス- 

□新宿スワン II 

□黒執事 Book of the Atlantic 

□浮雲(午前十時の映画祭) 

□愛と哀しみの果て(午前十時の映画祭) 

□本能寺ホテル 

□劇場版動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ fromスーパー戦隊 

□湯を沸かすほどの熱い愛 

□ポケモン3Dアドベンチャー2 ピカチュウの海底大冒険 

□ポケモン3Dアドベンチャー ミュウを探せ！ 

□にいがた映画塾メモリアル上映会1997-2016(万代市民会館) 

□映像でつづる昭和の記録 第12集(2/16県立生涯学習推進センター)  

□魂の教育 エル・システマ(2/16県立生涯学習推進センター)  

□米百俵 小林虎三郎の天命(2/23県立生涯学習推進センター)  

□雪豹(2/26県立生涯学習推進センター)  

□山に生きるまつり(2/26県立生涯学習推進センター)  

□イロイロ・アンビリーマジョー～稲色町のちいさなおじさん～(2/25SANNPOKU MOVIE SCREENING) 

□レッツゴーさんぽく探検隊～不動明の化身と山北の宝(同上) 

□A2-B-C(2/25坂井輪公民館) 

□モアナと伝説の海 

□ラ・ラ・ランド 

□アサシン クリード 

□素晴らしき哉、人生 



□ヨーヨー・マと旅するシルクロード 

□９２歳のパリジェンヌ 

□トリプルX 再起動 

□彼らが本気で編むときは、 

□劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール 

□一週間フレンズ。 

□MY FIRST STORY DOCUMENTARY FILM ―全心― 

□映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 

□きょうのキラ君 

□クリミナル 2人の記憶を持つ男 

□oasis FUJI ROCK FESTIVAL'09 

□未来を花束にして 

□WE ARE X 

□愚行録 

□劇場版トリニティセブン 悠久図書館と錬金術少女 

□浮雲 

□しまじろうと にじのオアシス 

□セル 

□MERU／メル 

□幸せなひとりぼっち 

□アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場 

□咲 Saki 

□NERVE ナーヴ 世界で一番危険なゲーム 

□人生フルーツ 

□ラスト・タンゴ 

□ソング・オブ・ラホール 

□パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト 

□ミラノ・スカラ座 魅惑の神殿 

□栄光の黒豹 

□U-31 

□ヒッチコック／トリュフォー 

□ケンとカズ 

□リトル・ボーイ 小さなボクと戦争 

□将軍様、あなたのために映画を撮ります 

□ミス・シェパードをお手本に 

□歌声にのった少年 

□ブルーに生まれついて 

□レオナルド・ダ・ヴィンチ 美と知の迷宮 

□ハルチカ 

□劇場版プリパラ み～んなでかがやけ！キラリン☆スターライブ 

□おさるのジョージ ベストセレクション 

□ミスムーンライト(松本卓也監督) 

□チェインクロニクル〜ヘクセイタスの閃第3章 

□ジムノペディに乱れる 

□風に濡れた女 

□ユーリー・ノルシュテイン監督特集アニメーションの神様、その美しき世界 

□牝猫たち 

□ホワイトリリー 

□太陽のめざめ 

□湾生回家 



□ティエリー・トグルドーの憂鬱 

□ショコラ 君がいて、僕がいる 

□ゴースト・イン・ザ・シェル 

□LION ライオン 25年目のただいま 

□SING シング 

□パッセンジャー 

□キングコング 髑髏島の巨神 

□ムーンライト 

□ひるなかの流星 

□PとJK 

□ふたりの桃源郷 

□太陽の蓋 

□ひるね姫 知らないワタシの物語 

□3月のライオン 前編 

□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 

□ハードコア 

□サクラダリセット 前篇 

□サクラダリセット 後篇 

□レゴバットマン ザ・ムービー 

□仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦 

□暗黒女子 

□映画プリキュアドリームスターズ！ 

□アメリ(午前十時の映画祭) 

□劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！ 

□劇場版 黒子のバスケ LAST GAME 

□うさぎ追いし 山極勝三郎物語 

□いのちのかたち 画家・絵本作家 いせひでこ 

□月光 

□ソング・オブ・ザ・シー 海のうた 

□家族の肖像 

□デヴィッド・ボウイ・イズ 

□函館珈琲 

□奪われた村 避難5年目の飯舘村民(クロスパルにいがた) 

□かみさまとのやくそく(古民家ハウス喜楽) 

□美女と野獣 

□バーニング・オーシャン 

□名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター） 

□グレートウォール 

□ReLIFE リライフ 

□映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ 

□春夏秋冬物語 

□夜は短し歩けよ乙女 

□おそ松さん 春の全国大センバツ上映祭 

□劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王 

□ある天文学者の恋文 

□劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄 

□ライフ・イズ・ビューティフル(午前十時の映画祭) 

□Ｔｈｅ ＮＥＴ 網に囚われた男 

□わたしは、ダニエル・ブレイク 

□0円キッチン(コミュニティシネマ新潟/食の映画祭) 



□「知事抹殺」の真実(万代市民会館) 

□映画 きかんしゃトーマス 走れ！世界のなかまたち 

□ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男 

グリーンルーム 

□ショーシャンクの空に(午前十時の映画祭) 

□裏窓(午前十時の映画祭) 

□しゃぼん玉 

□カンパイ！世界が恋する日本酒 

□オネアミスの翼 王立宇宙軍 

□ル・アーヴルの靴みがき 

□ラストコップ THE MOVIE 

□ワイルド・スピード ICE BREAK 

□ヒトラーの忘れもの 

□無限の住人 

□帝一の國 

□KING OF PRISM by PrettyRhyth 

□雪之丞変化(午前十時の映画祭) 

□映画かみさまみならい ヒミツのここたま 奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界 

□劇場版 Free! Timeless Medley 絆 

□アンチポルノ 

□ライブハウス レクイエム ＜超完全版＞(5/6新潟市総合福祉会館) 

□サーチン・フォー・マイ・フューチャー(同上) 

□パトリオット・デイ 

□ちょっと今から仕事やめてくる 

□LOGAN ローガン 

□メッセージ 

□花戦さ 

□たたら侍 

□海は燃えている イタリア最南端の島 

□ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス 

□追憶 

□劇場版フェアリーテイル ーDRAGON CRYー 

□家族はつらいよ2 

□ピーチガール 

□スプリット 

□君のまなざし 

□ぼくと魔法の言葉たち 

□ジャッキー／ファーストレディー 最後の使命 

□魔法少女リリカルなのは The Movie 1st 

□バイオハザード ヴェンデッタ 

□3月のライオン 後編 

□マイマイ新子と千年の魔法 

□魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's 

□光（河瀬直美監督） 

□はらはらなのか。 

□バクシーシ山下の社会科見学 in新潟5 

□若者のすべて 

□郵便配達は二度ベルを鳴らす 

□揺れる大地 

□スレイブメン 



□息の跡 

□突然炎のごとく(午前十時の映画祭) 

□イヴの総て(午前十時の映画祭) 

□アズミ・ハルコは行方不明 

□破裏拳ポリマー 

□夜明け告げるルーのうた 

□夜に生きる 

□アンタッチャブル(午前十時の映画祭) 

□マンチェスター・バイ・ザ・シー 

□光をくれた人 

□ターシャ・テューダー 静かな水の物語 

□雨の日は会えない、晴れた日は君を想う 

□クーリンチェ少年殺人事件 

□世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方 

□ニーゼと光のアトリエ 

□マイ ビューティフル ガーデン 

□皆さま、ごきげんよう 

□スモーク 

□サクロモンテの丘 ロマの洞窟フラメンコ 

□美しい星 

□BLAME! 

□にいがた映画塾上映会(6/25万代市民会館) 

□カンダック・セーマー特別編(にいがた国際映画祭) 

□新潟若者映画の現在(にいがた国際映画祭) 

□若葉のころ(にいがた国際映画祭) 

□暗殺(にいがた国際映画祭) 

□疾風スプリンター(にいがた国際映画祭) 

□私の少女時代(にいがた国際映画祭) 

□シング・ストリート 未来へのうた(にいがた国際映画祭) 

□スチューデント・オブ・ザ・イヤー 狙え！No.1!! (にいがた国際映画祭) 

□ジギー・スターダスト 

□PARKS パークス 

□セント・オブ・ウーマン/夢の香り(午前十時の映画祭) 

□グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(午前十時の映画祭) 

□昼顔 

□22年目の告白 私が殺人犯です 

□こどもつかい 

□キング・アーサー 

□たかが世界の終わり 

□劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女 

□TAP THE LAST SHOW 

□KING OF PRISM PRIDE the HERO 

□突然炎のごとく(午前十時の映画祭) 

□ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略 

□赤毛のアン 

□お嬢さん 

□午後8時の訪問者 

□メサイア外伝 極夜 Polar night 

□タレンタイム 優しい歌 

□僕とカミンスキーの旅 



□ジーサンズ はじめての強盗 

□ラビング 愛という名前のふたり 

□フリー・ファイアー 

□セールスマン 

□ネオン・デーモン 

□雨に唄えば(6/21新大ライブラリーシネマ) 

□エデン(6/25 ユニゾンプラザ) 

□銀魂 

□パワーレンジャー 

□劇場版ポケットモンスター キミにきめた！ 

□アラビアの女王 愛と宿命の日  々

□カーズ クロスロード 

□パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 

□メアリと魔女の花 

□忍びの国 

□ライフ 

□兄に愛されすぎて困ってます 

□標的の島 風かたか 

□戦場ぬ止み(6/11クロスパルにいがた) 

□ジョン・ウィック チャプター2 

□いつまた、君と 何日君再来 

□怪盗グルーのミニオン大脱走 

□ハクソー・リッジ 

□残されし大地  

□ブラインド・マッサージ 

□カフェ・ソサエティ 

□ほかいびと-伊那の井月(7/15メディアシップ) 

□愛の黙示録 田内千鶴子の生涯(7/23県立生涯学習推進センター) 

□あたらしい野生の地 リワイルディング(コミュニティシネマ新潟) 

□ノーゲーム・ノーライフ ゼロ 

□BUCK-TICK CLIMAX TOGETHER ON SCREEN 1992-2016 

□それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！ 

□スプリング、ハズ、カム 

□八重子のハミング 

□トモダチゲーム 劇場版 

□結婚 

□劇場版 Free! Timeless Medley 約束 

□劇場版 お前はまだグンマを知らない 

□まなざし 

□映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ 

□日本と再生 光と風のギガワット作戦 

□ママ、ごはんまだ？ 

□１４の夜 

□未来よ こんにちは 

□百日告別 

□人生タクシー 

□台北ストーリー 

□ナイス・ガイズ！ 

□ドッグ・イート・ドッグ 

□ホース・マネー 



□ローラーとバイオリン 

□僕の村は戦場だった 

□アンドレイ・ルブリョフ 

□惑星ソラリス 

□ストーカー 

□鏡 

□ノスタルジア 

□サクリファイス 

□君の膵臓をたべたい 

□ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 

□東京喰種 トーキョーグール 

□トランスフォーマー 最後の騎士王 

□心が叫びたがってるんだ。 

□ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章 

□劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング 

□HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY 

□ローマの休日(午前十時の映画祭) 

□麗しのサブリナ(午前十時の映画祭) 

□魔法少女リリカルなのは Reflection 

□エイミー、エイミー、エイミー！ こじらせシングルライフの抜け出し方 

□メットガラ ドレスをまとった美術館 

□素敵な遺産相続 

□エルミタージュ美術館 美を守る宮殿 

□シチリアの恋 

□おじいちゃんはデブゴン 

□トンネル 闇に鎖（とざ）された男 

□わたしはマララ(8/8アルザにいがた) 

□打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？  

□映画くまのがっこう パティシエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ  

□新感染 ファイナル・エクスプレス  

□スキップ・トレース  

□スパイダーマン：ホームカミング  

□関ヶ原  

□ワンダーウーマン  

□トリガール！  

□おしゃれ泥棒(午前十時の映画祭) 

□泥の河(午前十時の映画祭) 

□関西ジャニーズJr.のお笑いスター誕生！  

□ヴィレッジ・オン・ザ・ヴィレッジ 

□ジョギング渡り鳥 

□バンコクナイツ 

□RAP TONDOの長い予告編 

□花物語バビロン 

□バビロン2 THE OZAWA 

□昼下りの情事(午前十時の映画祭) 

□武曲MUKOKU 

□劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング  

□劇場版 生徒会役員共 

□世界で一番美しい村  

□二度めの夏、二度と会えない君  



□ベイビー・ドライバー  

□機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦  

□ありがとう、トニ・エルドマン 

□幼な子われらに生まれ  

□海底47m  

□ダイバージェント FINAL  

□フェリシーと夢のトウシューズ 

□エイリアン：コヴェナント 

□奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール 

□散歩する侵略者  

□三度目の殺人  

□スクランブル  

□ドリーム  

□ナミヤ雑貨店の奇蹟  

□フィフティ・シェイズ・ダーカー  

□僕のワンダフル・ライフ 

□ユリゴコロ  

□ユーリ!!! on ICE 4DX  

□娘よ 

□ブランカとギター弾き 

□２０センチュリー・ウーマン 

□海辺の生と死 

□ウィッチ 

□台湾萬歳 

□アルジェの戦い 

□かけはし(韓国映画祭) 

□国家代表!? (韓国映画祭) 

□戦場のメロディ(韓国映画祭) 

□阿賀に生きる (佐藤真が遺したもの) 

□阿賀の記憶 (佐藤真が遺したもの) 

□エドワード・サイード OUT OF PLACE (佐藤真が遺したもの) 

□狐火伝説の町・津川 (佐藤真が遺したもの) 

□市場最大の作戦 (佐藤真が遺したもの) 

□SELF AND OTHERS (佐藤真が遺したもの) 

□中東レポート＝アラブの人々から見た自衛隊イラク派兵 (佐藤真が遺したもの) 

□テレビに挑戦した男・牛山純一 (佐藤真が遺したもの) 

□花子 (佐藤真が遺したもの) 

□まひるのほし (佐藤真が遺したもの) 

□水俣病ビデオＱ＆Ａ (佐藤真が遺したもの) 

□新潟県の歴史(佐藤真が遺したもの) 

□表現という快楽(佐藤真が遺したもの) 

□星の文人 野尻抱影(佐藤真が遺したもの) 

□保育園の日曜日(佐藤真が遺したもの) 

□女神さまからの手紙(佐藤真が遺したもの) 

□おてんとうさまがほしい (佐藤真が遺したもの)  

□くちびるに歌を(ユニゾンプラザ) 

□ハーメルン(銀花naya) 

□コール・オブ・ヒーローズ 武勇伝 

□ローマ法王になる日まで  

□あさひなぐ  



□劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い  

□交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1 

□彼女の人生は間違いじゃない 

□ギフト 僕がきみに残せるもの  

□ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣 

□ハイドリヒを撃て！ 「ナチの野獣」暗殺作戦 

□ローサは密告された 

□トリュフォーの思春期(午前十時の映画祭) 

□ハイキュー!! 才能とセンス 

□亜人  

□ワン・デイ 悲しみが消えるまで  

□ハイキュー!! コンセプトの戦い  

□美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！LOVE！  

□レゴ(R)ニンジャゴー ザ・ムービー 

□ボン・ボヤージュ～家族旅行は大暴走～ 

□ブレンダンとケルズの秘密 

□はじまりへの旅 

□劇場版 響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ～  

□ぼくたちの家族  

□ボブという名の猫 幸せのハイタッチ 

□シャレード(10/26 新大ライブラリーシネマ) 

□アウトレイジ 最終章  

□アナベル 死霊人形の誕生  

□猿の惑星：聖戦記(グレート・ウォー)  

□スマーフ スマーフェットと秘密の大冒険  

□ナラタージュ  

□Ｍｕｓｉｃ Ｏｆ Ｍｙ Ｌｉｆｅ  

□夜明けの祈り 

□約束の地、メンフィス 

□逆光の頃  

□残像  

□ラスト・プリンセス －大韓帝国最後の皇女－  

□おとなの恋の測り方  

□劇場版 Fate/stay night[Heaven's Feel] I. 

presage flower 

□野良犬(午前十時の映画祭) 

□ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ 

□弱虫ペダル Ｒｅ：ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 

□恋と嘘  

□あゝ、荒野 前篇  

□トモダチゲーム 劇場版ＦＩＮＡＬ  

□ナインイレヴン 運命を分けた日  

□パリ・オペラ座～夢を継ぐ者たち～  

□パンパカパンツまつり プリン あら、ど～も 

□劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち  

□DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団  

□バリー・シール／アメリカをはめた男  

□ブレードランナー 2049  

□ミックス。   

□ギミー・デンジャー  



□パターソン  

□光と禿  

□わすれな草 

□人類遺産 

□みつばちの大地 

□コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道(こうどう)  

□斉木楠雄のΨ難  

□ダンケルク  

□茅ヶ崎物語 ～MY LITTLE HOMETOWN～  

□ねこねこ日本史 

□天国と地獄(午前十時の映画祭) 

□グロリア(午前十時の映画祭) 

□あゝ、荒野 後篇  

□アトミック・ブロンド  

□アンダーグラウンド 

□映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと！想い出のミルフィーユ！  

□ヤマノススメ おもいでプレゼント 

□先生！、、、好きになってもいいですか？ 

□阿修羅少女～BLOODーC 異聞～ 

□特別版 Free！ Take Your Mark 

□gifted／ギフテッド 

□マイティー・ソー バトルロイヤル  

□ＩＴ イット それが見えたら、終わり 

□ジグソウ：ソウ・レガシー  

□ジャスティス・リーグ  

□ターミネーター２  

□泥棒役者  

□火花  

□ローガン・ラッキー  

□ジョン・ラーベ(クロスパルにいがた) 

□パーソナル・ソング(クロスパルにいがた) 

□リリーのすべて(アルザフォーラム) 

□マダム・イン・ニューヨーク(アルザフォーラム) 

□草原に黄色い花を見つける 

□きらめく拍手の音 

□ボンジュール、アン(32周年祭) 

□人魚に会える日。(32周年祭) 

□退屈な日々にさようならを(32周年祭) 

□花に嵐(32周年祭) 

□SHIDAMYOJIN(32周年祭) 

□米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー(32周年祭) 

□ローラ(32周年祭) 

□天使の入江(32周年祭) 

□幸福（しあわせ） (32周年祭) 

□ジャック・ドゥミの少年期(32周年祭) 

□5時から7時までのクレオ(32周年祭) 

□３つのボタン(32周年祭) 

□LOLA NIIGATA (32周年祭) 

□にいがたインディーズムービーフェスティバル(32周年祭) 

□バクシーシ山下の社会科見学 in新潟6 



□悪魔のような女(午前十時の映画祭) 

□オトトキ  

□KUBO／クボ 二本の弦の秘密  

□GODZILLA -怪獣惑星-  

□ご注文はうさぎですか??～Dear My Sister～ 

□はいからさんが通る 前編 ～紅緒、花の17歳 

□ガールズ＆パンツァー 劇場版  

□ザ・サークル  

□キセキの葉書  

□50年後のボクたちは  

□ゴッホ～最期の手紙～  

□月と雷  

□ぼくの伯父さん  

□MASTER/マスター  

□リンキング・ラブ  

□映画かいけつゾロリ ZZダブルゼットのひみつ  

□覆面系ノイズ   

□シェフ 三ツ星フードトラック始めました 

□オリエント急行殺人事件  

□仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL ビルド&amp;エグゼイドwithレジェンドライダー  

□ゲット・アウト  

□スター・ウォーズ／最後のジェダイ  

□DESTINY 鎌倉ものがたり 

□クロス 

□南瓜とマヨネーズ 

□おクジラさま ふたつの正義の物語  

□三里塚のイカロス  

□シネリテラシーフェスタ2017 新潟シネリテ映画祭 

□全員死刑  

□夜間もやってる保育園  

□戦場のメリークリスマス(午前十時の映画祭) 

□夜叉(午前十時の映画祭) 

□刀剣乱舞 -花丸- 幕間回想録  

□ムーミン谷とウィンターワンダーランド  

□曇天に笑う〈外伝〉～決別、犲の誓い～  

□オン・ザ・ミルキー・ロード  

□ショート・ターム  

□ハートストーン 

□スイング・ホテル(12/7新大ライブラリーシネマ) 

□郡上一揆(12/7県立生涯学習推進センター)  

□こつなぎ～山を巡る百年物語～(12/14県立生涯学習推進センター)  

□カリーナの林檎～チェルノブイリの森～(12/17県立生涯学習推進センター)  

□鋼の錬金術師 

□探偵はＢＡＲにいる３ 

□ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話 

□映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 

□８年越しの花嫁 奇跡の実話 

□未成年だけどコドモじゃない 

□リベンジｇｉｒｌ 

□リングサイド・ストーリー 



□パッション・フラメンコ 

□草原の河 

□いのちのはじまり 子育てが未来をつくる 

□ハイジ アルプスの物語 

□アメイジング・ジャーニー 神の小屋より 

□あしたは最高のはじまり 

□カンフー・ヨガ 

□ノクターナル・アニマルズ 

□バーフバリ 王の凱旋 

□オール・アイズ・オン・ミー 

□シンクロナイズド・モンスター 

□プラハのモーツァルト 誘惑のマスカレード 

□あさがくるまえに 

□ポルト 

□ジュリーと恋と靴工場 

□戦争のはらわた 

□セザンヌと過ごした時間 

□ジストニア(白根ラスペックホール) 

□OKUAGA ( HARD OFF ECOスタジアム) 

□サーミの血 

□猫が教えてくれたこと 

□ラストレシピ 麒麟の舌の記憶 

□エル ELLE 

□パンクロックベイビー(ヌーヴェルラゴン) 

□萬代橋の恋人(ヌーヴェルラゴン) 

□ペーパー・ムーン(午前十時の映画祭) 

 

 (リスト制作 月刊ウインド編集部 市川) 


