
◆2019 年 新潟市 公開映画リスト〈月刊ウインド版〉◆ 

 

「シネ・ウインド会員選出ベストテン」のために制作した、2019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。   

※（ ）内は上映日会場 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、重複 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 

 

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

 

□パリの恋人(午前十時の映画祭) 

□日の名残り(午前十時の映画祭) 

□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  

□十年 Ten Years Japan 

□津軽のカマリ 

□NITABOH 仁太坊 津軽三味線始祖外聞（1/17 県立生涯学習推進センター） 

□PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰  

□TAXi ダイヤモンド・ミッション  

□あした世界が終わるとしても  

□アストラル・アブノーマル鈴木さん 

□アリー/ スター誕生  

□アンダンテ〜稲の旋律〜（1/27 県立生涯学習推進センター） 

□いろとりどりの親子 

□ヴィクトリア女王 最期の秘密  

□えちてつ物語 わたし、故郷に帰ってきました。 

□がっこうぐらし!  

□ガンジスに還る 

□クリード 炎の宿敵  

□グリンチ  

□この道  

□こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話  

□サイバー・ミッション  

□シュガー・ラッシュ：オンライン  

□そらのレストラン  

□チャンス (午前十時の映画祭) 

□チワワちゃん 

□デイアンドナイト  

□神の発明。悪魔の発明。 

□テルマ 

□ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー  

□ニセコイ  

□ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ  

□ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生  

□ふるさとーJAPAN（1/24県立生涯学習推進センター） 

□ホイットニー オールウェイズ・ラヴ・ユー 

□ボヘミアン・ラプソディ  



□マイル 22 

□マスカレード・ホテル  

□ミスター・ガラス  

□メアリーの総て  

□ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow 

□ワイルド・ストーム 

□愛唄 −約束のナクヒト−  

□映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS  

□映画 めんたいぴりり  

□映画 刀剣乱舞 

□沖縄映像コンペティション短編映画（1/16-21新潟伊勢丹 大沖縄展） 

□家（うち）へ帰ろう 

□機動戦士ガンダムＮＴ  

□恐怖の報酬(1977) オリジナル完全版  

□Fate/stay night [Heaven's Feel]II.lost  

butterfly  

□劇場版 ダーウィンが来た！アフリカ新伝説  

□劇場版総集編 前編 メイドインアビス 旅立ちの夜明け 

□劇場版総集編 後編 メイドインアビス 放浪する黄昏 

□私は、マリア・カラス  

□十二人の死にたい子どもたち  

□世界で一番ゴッホを描いた男  

□蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH 

□日日是好日 

□平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER 

□僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄(ヒーロー)〜  

□夜明け 

□来る 

□輪違屋糸里 京女たちの幕末 

□鈴木家の嘘 

□陽のあたる坂道(北区文化会館) 

□YUKIGUNI  

□アクアマン  

□あまのがわ  

□アリータ：バトル・エンジェル  

□ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス  

□キキトル(2/17 東区プラザホール) 

□コードギアス 復活のルルーシュ  

□サムライマラソン  

□ちえりとチェリー  

□デス・ショット  

□ドキュメンターテイメント AD-LIVE  

□トラさん〜僕が猫になったワケ〜  

□ねことじいちゃん  

□パルプ・フィクション  

□ファースト・マン  

□フォルトゥナの瞳  

□メリー・ポピンズ リターンズ  

□ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ (午前十時の映画祭) 

□映画 コラショの海底わくわく大冒険！  

□劇場版 KING OF PRISM by Pretty Rhythm  

□劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか—オリオンの矢—  



□劇場版 幼女戦記  

□劇場版 王室教師ハイネ  

□劇場版 シティーハンター 〈新宿プライベート･アイズ〉  

□七つの会議  

□女王陛下のお気に入り  

□笑顔の向こうに  

□赤い雪 Red Snow  

□雪の華 

□半世界  

□彼が愛したケーキ職人  

□葡萄畑に帰ろう  

□母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。  

□僕の彼女は魔法使い  

□万引き家族  

□未来を乗り換えた男  

□翔んで埼玉  

□凜-りん- 

□Ｂの戦場  

□KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版 I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ  

□KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版 II カケル×ジョージ×ミナト  

□L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。  

□PRINCE OF LEGEND  

□PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian  

□PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に＿＿  

□ROMA/ローマ 

□アイ・フィール・プリティ！ 人生最高のハプニング  

□アンフレンデッド：ダークウェブ  

□いただきます みそをつくるこどもたち(3/3031、12/21生涯学習推進センター) 

□いのちの深呼吸  

□えいがのおそ松さん  

□きばいやんせ！私  

□キャプテン・マーベル  

□グリーンブック  

□こども食堂(3/1東区) 

□シンプル・ギフト〜はじまりの歌声〜  

□シンプル・フェイバー  

□スパイダーマン：スパイダーバース  

□たちあがる女  

□ナポリの隣人  

□バスキア、10代最後のとき  

□バンブルビー  

□ふたりの女王 メアリーとエリザベス  

□ブラック・クランズマン  

□まく子  

□モースト・ビューティフル・アイランド  

□宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 第七章「新星篇」 

□運び屋  

□映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド」 

□映画ドラえもん のび太の月面探査記  

□映画プリキュアミラクルユニバース  

□家族のレシピ  

□金子文子と朴烈  



□九月の恋と出会うまで  

□君は月夜に光り輝く  

□劇場版ウルトラマン R／B セレクト！ 絆のクリスタル  

□人情紙風船（3/19白根学習館） 

□世界でいちばん悲しいオーディション  

□世界一と言われた映画館  

□大統領の陰謀  (午前十時の映画祭) 

□奪われた豊かな暮らし〜那須高原の夏(3/9 クロスパルにいがた) 

□盆唄  

□恋のしずく  

□狼たちの午後(午前十時の映画祭) 

□４月の君、スピカ。  

□JK☆ROCK  

□KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版 III レオ×ユウ×アレク  

□THE GUILTY/ギルティ  

□あなたはまだ帰ってこない  

□アベンジャーズ／エンドゲーム  

□ある少年の告白  

□ウトヤ島、7月 22 日  

□キングダム  

□グリザイア：ファントムトリガー THE ANIMATION  

□ゴッズ・オウン・カントリー  

□サスペリア 

□シャザム!  

□ジョーズ (午前十時の映画祭) 

□ソローキンの見た桜  

□ダンボ  

□テニスの王子様 BEST GAMES!! 乾・海堂 vs 宍戸・鳳／大石・菊丸 vs 仁王・柳生  

□バースデー・ワンダーランド  

□バイス  

□バジュランギおじさんと、小さな迷子  

□ハロウィン  

□ハンターキラー 潜航せよ  

□ビール・ストリートの恋人たち  

□フラワーショウ！  

□SAVE THE DAY 

□ボケとツッコミ・にしかん・ハモニカ太陽総集編(4/20巻文化会館) 

□ぼけますから、よろしくお願いします。  

□マイ・ブックショップ  

□レゴ(R)ムービー2  

□レベッカ(4/7クロスパルにいがた) 

□愛がなんだ  

□移動都市／モータル・エンジン  

□映画 きかんしゃトーマス Go！Go！地球まるごとアドベンチャー  

□映画 としまえん  

□映画 少年たち  

□映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜  

□顔たち、ところどころ  

□空の瞳とカタツムリ  

□劇場版トリニティセブン-天空図書館(ヘブンズライブラリー)と真紅の魔王(クリムゾンロード) 

□劇場版 響け！ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜  

□写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた 13 のこと（4/20、21 BOOKS f3） 



□人生フルーツ  

□内回りの二人(MOOSIC LAB 2018 新潟編) 

□月極オトコトモダチ(同上) 

□いつか輝いていた彼女は(同上) 

□無限ファンデーション(同上) 

□ドキ死(同上) 

□左様なら(同上) 

□ゆかちゃんの愛した時代(同上) 

□普通は走り出す(同上) 

□洗骨  

□東映まんがまつり  

□美人が婚活してみたら  

□麻雀放浪記 2020  

□未知との遭遇 ファイナル・カット版 (午前十時の映画祭) 

□岬の兄妹 

□名探偵コナン 紺青の拳 

□Ｅ．Ｔ． (午前十時の映画祭) 

□KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 劇場編集版 IV ルヰ×シン×Unknown  

□LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門  

□LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標  

□あの日々の話  

□アメリカン・アニマルズ  

□うちの執事が言うことには  

□オーヴァーロード  

□ゴッドファーザー (午前十時の映画祭) 

□コンジアム  

□コンフィデンスマン JP  

□サンセット  

□ちいさな独裁者  

□ドント・ウォーリー  

□ばあばは、だいじょうぶ  

□バクシーシ山下の社会科見学ｉｎ新潟９  

□プロメア  

□ラ・ヨローナ〜泣く女〜  

□ルパンレンジャーVSパトレンジャーVSキュウレンジャー  

□レプリカズ  

□映画 賭ケグルイ  

□希望の灯り  

□宮古島 SOS/SAVE HENOKO（5/19クロスパルにいがた） 

□居眠り磐音  

□空母 いぶき  

□甲鉄城のカバネリ 〜海門決戦〜  

□山猫 4K修復版 

□主戦場  

□初恋〜お父さん、チビがいなくなりました  

□小さな恋のうた  

□少年ハリウッド『HOLLY STAGE FOR YOU』完全版  

□神宮希林 わたしの神様  

□劇場版 シネマ狂想曲 名古屋映画館革命(白石晃士と坪井篤史の映画狂人ロード新潟篇) 

□超・暴力人間(同上) 

□恋のクレイジーロード(同上) 

□蒼穹のファフナー THE BEYOND  



□誰がために憲法はある  

□貞子  

□武蔵−むさし−  

□僕に、会いたかった  

□眠る村  

□名探偵ピカチュウ  

□轢き逃げ 最高の最悪な日 

□血筋(にいがた国際映画祭) 

□日本セルビア映画祭セレクション(にいがた国際映画祭) 

□それだけが、僕の世界(にいがた国際映画祭) 

□パッドマン ５億人の女性を救った男(にいがた国際映画祭) 

□最初で最後のキス(にいがた国際映画祭) 

□誰がための日々(にいがた国際映画祭) 

□あまねき旋律（しらべ）(にいがた国際映画祭) 

□ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。(にいがた国際映画祭) 

□まぼろしの市街戦 4Kデジタル修復版(にいがた国際映画祭) 

□ダムネーション(コミュニティシネマにいがた) 

□Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム  

□LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘  

□X-MEN: ダーク・フェニックス  

□アヒルと鴨のコインロッカー(6/25新潟大学図書館)  

□アラジン  

□ある町の高い煙突  

□ウィーアーリトルゾンビーズ  

□エリカ 38  

□ガールズ＆パンツァー 最終章 第 2話  

□きみと、波にのれたら  

□ゴジラ キング・オブ・モンスターズ  

□ザ・ファブル  

□さよならくちびる  

□スノー・ロワイヤル  

□スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム  

□それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫  

□チア男子!!  

□ドラマ 聖☆おにいさん 第 II紀  

□ハイヒール革命！( 6/23 新潟ユニゾンプラザ) 

□パドマーワト 女神の誕生  

□パパは奮闘中！  

□パラレルワールド・ラブストーリー  

□ビリーブ 未来への大逆転  

□ビル・エヴァンス タイム・リメンバード  

□フレームアームズ・ガール〜きゃっきゃうふふなワンダーランド〜  

□ホットギミック ガールミーツボーイ  

□メン・イン・ブラック：インターナショナル 

□ライフ・オン・ザ・ロングボード 2nd Wave  

□海獣の子供  

□記者たち〜衝撃と畏怖の真実〜  

□泣くな赤鬼  

□劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マ LOVE キングダム  

□劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん  

□劇場版パタリロ！  

□今日も嫌がらせ弁当  



□新聞記者  

□青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない  

□歎異抄をひらく  

□地蔵とリビドー  

□町田くんの世界  

□長いお別れ  

□沈没家族 劇場版  

□道草(6/23新潟青陵大学) 

□凪待ち  

□日本のいちばん長い日 4Kデジタルリマスター版(午前十時の映画祭) 

□八甲田山 4K デジタルリマスター版(午前十時の映画祭) 

□氷上の王、ジョン・カリー  

□風と共に去りぬ(午前十時の映画祭) 

□12 か月の未来図  

□Diner ダイナー  

□GOZEN-純恋の剣-  

□We Margiela マルジェラと私たち  

□アマンダと僕  

□アルキメデスの大戦  

□いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂 46  

□イメージの本  

□オドル フク 

□カニバ パリ人肉事件 38年目の真実  

□ザ・バニシング -消失-  

□チャイルド・プレイ  

□トイ・ストーリー4  

□パピヨン  

□ビューティフル・ボーイ  

□ブルース・ブラザース (午前十時の映画祭) 

□ペット 2  

□ベン・イズ・バック  

□マーウェン  

□ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 

□愛と青春の旅だち (午前十時の映画祭) 

□奥村愛 meets チャップリン〜無声映画とのコラボレーション(7/30北区文化会館) 

□劇場版 Free！−Road to the World−夢  

□劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer  

□劇場版 誰ガ為のアルケミスト  

□山懐に抱かれて  

□青の帰り道  

□誰もがそれを知っている  

□沈黙 立ち上がる慰安婦（7/28 クロスパルにいがた） 

□天気の子  

□東京喰種 トーキョーグール【S】  

□嵐電 

□ BRING THE SOUL: THE MOVIE  

□アポロ 11 完全版  

□イソップの思うツボ  

□クリムト エゴン・シーレとウィーン黄金時代  

□この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説  

□さらば愛しきアウトロー  

□ダンスウィズミー  



□トールキン 旅のはじまり  

□ドラゴンクエスト ユア・ストーリー  

□ニッポニアニッポン フクシマ狂詩曲(ラプソディ)  

□ニュー・シネマ・パラダイス(午前十時の映画祭) 

□ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス 

□福島は語る 

□蹴る  

□よこがお  

□ライオン・キング  

□ローマの休日 (午前十時の映画祭) 

□ロケットマン  

□ワイルド・スピード／スーパーコンボ 

□ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド 

□引っ越し大名！  

□劇場版 ONE PIECE STAMPEDE  

□劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD  

□光り合う生命(いのち)。—心に寄り添う。2  

□雪子さんの足音  

□二ノ国  

□命みじかし、恋せよ乙女  

□チョコレートドーナツ(8/17新潟市民プラザ) 

□ビル ビクラム２(8/4 新潟市万代市民会館) 

□音符と昆布(8/24新潟日報メディアシップ) 

□笑う 101 歳×2 笹本恒子 むのたけじ(8/25 県立生涯学習センター) 

□アジアの純真(9/13クロスパルにいがた) 

□3人の信長  

□BanG Dream！FILM LIVE  

□HELLO WORLD  

□リラの門 4K デジタルリマスター版 

□HOT SUMMER NIGHTS ホット・サマー・ナイツ  

□SHADOW 影武者  

□アイネクライネナハトムジーク  

□アド・アストラ  

□アナベル 死霊博物館  

□ある船頭の話  

□ いなくなれ、群青  

□ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -  

□カーマイン・ストリート・ギター  

□かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦  

□カンパイ！日本酒に恋した女たち  

□ゴールデン・リバー  

□岡本太郎の沖縄  

□ハミングバード・プロジェクト 0.001 秒の男たち  

□パラダイス・ネクスト  

□パリに見出されたピアニスト  

□ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリス  

□フリーソロ  

□ベニスに死す (午前十時の映画祭) 

□ポラロイド  

□マトリックス  

□メランコリック  

□火口のふたり  



□機動戦士ガンダム 逆襲のシャア  

□帰れない二人  

□記憶にございません！  

□宮本から君へ  

□銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第一章  

□劇場版 そして、生きる  

□見えない目撃者  

□工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男  

□荒野の誓い  

□砂の器(午前十時の映画祭) 

□初恋ロスタイム  

□人間失格 太宰治と 3人の女たち  

□葬式の名人  

□台風家族  

□東京裁判  4Kデジタルリマスター版 

□任侠学園  

□巴里祭  4Kデジタルリマスター版 

□風をつかまえた少年  

□僕のワンダフル・ジャーニー  

□旅のおわり世界のはじまり  

□ゴジラ VSビオランテ(9/22) 

□狼煙が呼ぶ  

□惡の華 

□そして父になる(10/24新潟大学図書館) 

□障害のある人の暮らしと生活(10/12 東区プラザホール) 

□日本と再生(10/14 クロスパルにいがた) 

□BLACKFOX  

□HiGH＆LOW THE WORST  

□T-34 レジェンド・オブ・ウォー  

□Thunderbolt Fantasy 西幽げん歌  

□WALKING MAN  

□アートのお値段  

□ロビンソンの庭 デジタルリマスター版 

□パンダコパンダ 雨ふりサーカス(11/3 みんなが楽しめる映画鑑賞会) 

□ひつじのショーン たっきゅうのしあい(同上) 

□エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ  

□おいしい家族  

□眠り姫 サラウンドリマスター版(光と影を紡ぐ異才 七里圭Ⅱ) 

□あなたはわたしじゃない サロメの娘 ディコンストラクション(同上) 

□Necktie(同上) 

□ガールズ＆パンツァー 最終章 4D上映 ～第 1話＋第 2話～  

□キミだけにモテたいんだ。  

□クロール ―凶暴領域―  

□ジェミニマン  

□ジョーカー  

□ジョン・ウィック：パラベラム  

□スティング (午前十時の映画祭) 

□スプーキッズ ザ・ムービー  

□スペシャルアクターズ  

□ニューヨーク 最高の訳あり物件  

□ヒキタさん！ ご懐妊ですよ  

□フッド：ザ・ビギニング  



□ブルーアワーにぶっ飛ばす  

□マレフィセント 2  

□ロイヤルコーギー レックスの大冒険 

□映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて  

□駅までの道をおしえて  

□俺は前世に恋をする(荒木&BTまんがまつり)  

□スケバンくノ一(同上) 

□帰ってきた 行け！ あひるお姉さん 特別篇 

怪獣総進撃＋１(同上) 

□夏の夜空と秋の夕日と冬の朝と春の風  

□牙狼〈GARO〉－月虹ノ旅人－  

□楽園  

□空の青さを知る人よ  

□五億円のじんせい  

□今さら言えない小さな秘密  

□最高の人生の見つけ方  

□冴えない彼女の育てかた Fine  

□時計じかけのオレンジ (午前十時の映画祭) 

□真実  

□世界から希望が消えたなら。  

□東京ワイン会ピープル  

□米軍(アメリカ)が最も恐れた男 カメジロー 

不屈の生涯  

□蜜蜂と遠雷  

□居酒屋ばぁば(コミュニティシネマにいがた) 

□“樹木希林”を生きる  

□7s /セブンス  

□HUMAN LOST 人間失格  

□IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。  

□Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆  

□THE INFORMER／三秒間の死角  

□アナと雪の女王 2  

□イエスタデイ  

□エンジェルサイン  

□エンド・オブ・ステイツ  

□オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁  

□かぞくのくに  

□キューポラのある街  

□サウンド・オブ・ミュージック(午前十時の映画祭) 

□シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション  

□その瞬間、僕は泣きたくなった-CINEMA FIGHTERS project-  

□ゾンビランド：ダブルタップ  

□ターミネーター：ニュー・フェイト  

□テニスの王子様 BEST GAMES!! 不二 vs切原 

□テルマ＆ルイーズ (午前十時の映画祭) 

□ドクター・スリープ  

□どすこい！すけひら  

□ドリーミング村上春樹  

□にいがたインディーズムービーフェスティバル 23 

□バクシーシ山下の社会科見学ｉｎ新潟 10  

□ピータールー マンチェスターの悲劇  

□ひとよ  



□ファイティング・ファミリー  

□ブライトバーン／恐怖の拡散者  

□フラグタイム  

□ブラック校則  

□ボーダー 二つの世界  

□マシュー・ボーン IN CINEMA/白鳥の湖  

□マチネの終わりに  

□やっぱり契約破棄していいですか！？  

□ルパン三世 カリオストロの城  

□レオン 完全版(午前十時の映画祭) 

□影踏み  

□映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ 

□永遠に僕のもの  

□潟の夢映画祭（11/30ゆいぽーと） 

□恐怖人形  

□銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第三章  

□劇場版 Ｇのレコンギスタ Ⅰ 行け！コア・ファイター 

□決算！忠臣蔵  

□光と血  

□最初の晩餐  

□殺さない彼と死なない彼女  

□人生をしまう時間(とき)  

□生理ちゃん  

□聖なる泉の少女  

□赤い屋根(11/24県立生涯学習推進センター) 

□草間彌生∞INFINITY  

□蒼穹のファフナー THE BEYOND 第四話「力なき者」第五話「教え子」第六話「その傍らに」  

□地獄少女  

□白痴 デジタルリマスター版 

□彼らが本気で編むときは(11/30市民プラザ) 

□閉鎖病棟―それぞれの朝―  

□盲目のメロディ～インド式殺人狂騒曲～ 

□“隠れビッチ”やってました。  

□カランコエの花（12/1万代市民会館） 

□ゴーストマスター  

□トムとトーマス(12/19県立生涯学習推進センター) 

□ドローンの眼(12/15クロスパルにいがた) 

□ホテル・ムンバイ  

□めぐみ―引き裂かれた家族の 30年(12/7ほんぽーと) 

□ユーリー・ノルシュテイン《外套》をつくる 

□ラスト・クリスマス  

□ルパン三世 THE FIRST 

□午前 0時、キスしに来てよ  

□森山直太朗 人間の森をぬけて  

□続・深夜食堂(12/12県立生涯学習推進センター) 

□若草物語(12/22県立生涯学習推進センター)  

□毒戦 BELIEVER  

□東京（12/21 i-MEDIAシアターNEXT1）  

□寄り添う（12/21 i-MEDIA シアターNEXT1） 

□埃（12/21 i-MEDIA シアターNEXT1） 

□映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！  

□映画 妖怪学園Ｙ 猫はHEROになれるか  



□カツベン！  

□屍人荘の殺人  

□ジュマンジ／ネクスト・レベル  

□スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け 

□ぼくらの 7日間戦争  

□ｉ－新聞記者ドキュメント－  

□夕陽のあと  

□ウエスト・サイド物語 (午前十時の映画祭) 

□〈片隅〉たちと生きる 監督・片渕須直の仕事  

□ゴジラ×メカゴジラ(12/21) 

□水と土の映像祭 2019(12/20～22ゆいぽーと) 

□ゾンビ 日本初公開復元版 

□春画と日本人 

□ショーシャンクの空に(午前十時の映画祭) 

□男はつらいよ お帰り 寅さん 

□僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜ヒーローズ：ライジング 

□ヒックとドラゴン 聖地への冒険 

□仮面ライダー令和 ザ・ファースト・ジェネレーション 

□劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速の ALFA-X 

□THE UPSIDE ／最強のふたり 

□FOR REAL -戻らない瞬間、残されるもの。 

 

(リスト制作 月刊ウインド編集部) 


