
◆2020 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 2020」のために作成した、2020 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、年内に封切られ翌年１月まで

上映する作品も記載しています。  

新型ウイルス禍により、予告されても実際には上映されなかった作品や突然の変更が多く

ありました。誤記などありましたらご容赦ください。  

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・ライブ等の劇場版・中継は基本的に除く  

※2D3D4DX 吹替字幕等は分けていません  

 

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

□夕陽のあと   

□ゾンビ 日本初公開復元版  

□アナと雪の女王 2  

□EXIT  

□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   

□尾崎豊を探して   

□男はつらいよ お帰り  寅さん   

□カツベン！   

□仮面ライダー  令和  ザ・ファースト・ジェネレーション   

□決算！忠臣蔵   

□午前 0 時、キスしに来てよ   

□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   

□ヒックとドラゴン  聖地への冒険   

□僕のヒーローアカデミア  THE MOVIE ヒーローズ：ライジング   

□ぼくらの 7 日間戦争   

□ルパン三世  THE FIRST  

□ある船頭の話   

□ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト   

□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」   

□春画と日本人   

□ショーシャンクの空に   

□FOR REAL－戻らない瞬間、残されるもの。  

□アングリーバード 2  

□AI 崩壊   

□カイジ  ファイナルゲーム   

□記憶屋  あなたを忘れない   

□キャッツ   

□サマーウォーズ   

□サヨナラまでの 30 分   

□ジョジョ・ラビット   

□太陽の家   

□ダウントン・アビー   



□テリー・ギリアムのドン・キホーテ   

□ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密   

□バッドボーイズ  フォー・ライフ   

□フォード vs フェラーリ   

□ラストレター   

□リチャード・ジュエル   

□人生、ただいま修行中   

□タレンタイム～優しい歌   

□細い目   

□リンドグレーン   

□アラビアのロレンス  完全版   

□KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン -  

□劇場版  メイドインアビス  深き魂の黎明   

□劇場版  ハイスクール・フリート   

□ゴブリンスレイヤー  -GOBLIN’S CROWN-  

□シグナル 100  

□ロマンスドール   

□嘘八百  京町ロワイヤル    

□映画  すみっコぐらし  とびだす絵本とひみつのコ   

□映画  おかあさんといっしょ  すりかえかめんをつかまえろ！   

□風の電話   

□パラサイト  半地下の家族   

□前田建設ファンタジー営業部   

□mellow  

□明日、キミのいない世界で   

□イントゥ・ザ・スカイ  気球で未来を変えたふたり   

□この世界の (さらにいくつもの )片隅に   

□ティーンスピリット   

□スペインは呼んでいる  

□巨蟲列島  

□ダンス・ウィズ・ウルブズ  

□THE UPSIDE／最強のふたり   

□劇場版  れっしゃだいこうしん 2020 ドキドキすごろくツアー   

□ひろしま (1/19 シルバーピア石山 ) 

□私のちいさなお葬式  

□さらば青春の光   

□家族を想うとき   

□グッドライアー  偽りのゲーム   

□侍の名のもとに  ～野球日本代表  侍ジャパンの 800 日～   

□ヲタクに恋は難しい   

□去年マリエンバートで   

□さよならテレビ  

□犬鳴村   

□貴族降臨  -PRINCE OF LEGEND- 

□劇場版  騎士竜戦隊リュウソウジャーVS ルパンレンジャーVS パトレンジャー   

□ゴブリンスレイヤー  -GOBLIN’S CROWN-  

□七人の侍   

□転がるビー玉   

□ザ・ピーナッツバター・ファルコン  

□1917 命をかけた伝令   

□グッドバイ～嘘からはじまる人生喜劇～   

□阪神タイガース  THE MOVIE～猛虎神話集  



□プロメア   

□燃えよスーリヤ！！   

□幸福路のチー   

□だれもが愛しいチャンピオン   

□影裏   

□囀る鳥は羽ばたかない  The clouds gather  

□小さい魔女とワルプルギスの夜   

□屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ   

□読まれなかった小説  

□恐竜超伝説  劇場版ダーウィンが来た！   

□スキャンダル   

□スマホを落としただけなのに  囚われの殺人鬼   

□チャーリーズ・エンジェル   

□MANRIKI  

□ミッドサマー   

□映画  ねこねこ日本史  ～龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ！  

□男と女  人生最良の日々  

□世界一初恋～プロポーズ編～   

□大脱走   

□デジモンアドベンチャー  LAST EVOLUTION 絆   

□MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-  

□Ｒｅｄ   

□劇場版「G のレコンギスタ  II」ベルリ  撃進   

□プレーム兄貴、王になる  

□越後奥三面 (2/13,20 県立生涯学習推進センター ) 

□FIVE SEASONS (2/22 ユニゾンプラザ ) 

□にいがた映画塾 8 区ムービー (2/23) 

□棘 (2/24 ほんぽーと ) 

□エスケープ・ルーム   

□黒い司法  0％からの奇跡   

□劇場版「SHIROBAKO」   

□スケアリーストーリーズ  怖い本   

□野性の呼び声   

□性の劇薬   

□スタディオン (フットボール映画祭 ) 

□ヴァトレニ  クロアチアの炎 (フットボール映画祭 ) 

□ZG80 だからアウェイはやめられない (フットボール映画祭 ) 

□松永天馬殺人事件  

□脱がない男  

□初恋   

□L.O.L. サプライズ！  ウィンターディスコ  ザ・ムービー   

□37 セカンズ  

□仮面病棟   

□ジュディ  虹の彼方に   

□Fukushima 50（フクシマフィフティ）   

□牧師といのちの崖  

□仮面ライダージオウ  NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ   

□バック・トゥ・ザ・フューチャー   

□劇場版  おいしい給食  Final Battle 

□ムルゲ  王朝の怪物   

□音楽   

□血筋   



□エクストリーム・ジョブ   

□バック・トゥ・ザ・フューチャー  PART2  

□エキストロ  

□一度死んでみた   

□ナイチンゲール   

□ハーレイ・クインの華麗なる覚醒  BIRDS OF PREY  

□ファンシー   

□弥生、三月  -君を愛した３０年 - 

□イーディ、83 歳  はじめての山登り   

□バック・トゥ・ザ・フューチャー  Part3 

□新聞記者  

□グリンゴ／最強の悪運男   

□サーホー   

□へレディタリー／継承   

□子どもたちをよろしく   

□プリズン・サークル   

□PSYCHO-PASS サイコパス  3 FIRST INSPECTOR  

□レ・ミゼラブル  

□架空 OL 日記   

□白い暴動   

□酔うと化け物になる父がつらい   

□彼らは生きていた   

□スーパーティーチャー  熱血格闘  

□COMPLY+-ANCE コンプライアンス   

□囚われた国家   

□在りし日の歌   

□栄光のマイヨジョーヌ   

□三島由紀夫 VS 東大全共闘  50 年目の真実  

□人間の時間   

□淪落の人   

□恋恋豆花  

□イエスタデイ   

□9 人の翻訳家  囚われたベストセラー   

□心霊喫茶「エクストラ」の秘密 -The Real Exorcist-  

□ジョン・F・ドノヴァンの死と生   

□セッション   

□続・荒野の用心棒   

□テルアビブ・オン・ファイア   

□ドミノ  復讐の咆哮   

□名もなき生涯   

□バニシング   

□星屑の町   

□ラ・ラ・ランド   

□ロミオとジュリエット   

□最高の花婿アンコール  

□愛国者に気をつけろ ! 

□凧ノ国  

□春を告げる町   

□ビッグ・リトル・ファーム  理想の暮らしのつくり方  

□愛がなんだ   

□アンノウン   

□君の名は。   



□君の膵臓をたべたい (2017)  

□劇場版  声優男子ですが…？  ～これからの声優人生の話をしよう  

□ハスラーズ  

□マイ・インターン   

□もみの家   

□ロイヤルコーギー  レックスの大冒険  

□ウエスト・サイド物語   

□映画  少年たち   

□サウンド・オブ・ミュージック   

□ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK ‐  The Touring Years  

□ハンターキラー  潜航せよ   

□ブルース・ブラザース   

□精神 0  

□マイ・ジェネレーション  ロンドンをぶっとばせ！   

□映画「犬鳴村」恐怖回避ばーじょん  劇場版   

□CLIMAX クライマックス   

□クリード  チャンプを継ぐ男   

□クリード  炎の宿敵   

□幸福なラザロ   

□工作  黒金星 (ブラック・ヴィーナス )と呼ばれた男   

□COLD WAR あの歌、2 つの心   

□シン・ゴジラ   

□スウィング・キッズ   

□存在のない子供たち   

□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  - 

□オール・ユー・ニード・イズ・キル  

□劇場版  響け！ユーフォニアム～北宇治高校吹奏楽部へようこそ～  

□劇場版  響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ  

□劇場版  響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ  

□ブラッドショット  

□アベンジャーズ   

□アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン   

□悲しみより、もっと悲しい物語   

□劇場版おっさんずラブ  ～LOVE or DEAD 

□シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ   

□デッド・ドント・ダイ   

□ルース・エドガー   

□レオン 完全版  

□男の優しさは全部下心なんですって   

□たまつきの夢  

□トーキョー・ロンリー・ランデヴー  

□GEEK BEEF BEAT  

□ソウル・ミュージック  

□sleepers 

□東京の恋人  

□テラリウムロッカー   

□ドンテンタウン  

□ビート・パー・MIZU  

□眉村ちあきのすべて (仮 )  

□ゆうなぎ  

□浜辺の途中   

□眠る虫   



□死んだほうがマシーン  

□蝸牛  

□追い風   

□Afterimage 

□21 世紀の資本   

□マン・オブ・スティール  

□ハリエット  

□Ｅ．Ｔ．   

□ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語   

□ニュー・シネマ・パラダイス   

□ボーダーライン   

□ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ   

□アリラン峠を越えていく  在日コリアンの音楽  

□マルモイ ことばあつめ  

□アドリフト  41 日間の漂流  

□死神遣いの事件帖  -傀儡夜曲 - 

□センセイ君主   

□ワールドエンド  

□グッド・ボーイズ   

□15 年後のラブソング  

□その手に触れるまで  

□アイアンマン 3  

□エジソンズ・ゲーム   

□ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー   

□水曜日が消えた   

□ドクター・ドリトル    

□ブラックパンサー   

□わたしは分断を許さない   

□天気の子   

□デンジャー・クロース  極限着弾   

□HELLO WORLD  

□イップ・マン外伝  マスターZ  

□華麗なるギャツビー   

□ペイン・アンド・グローリー   

□風の谷のナウシカ   

□ゲド戦記   

□千と千尋の神隠し   

□ソニック・ザ・ムービー    

□もののけ姫   

□ランボー  ラスト・ブラッド   

□花のあとさき ムツばあさんの歩いた道   

□君は月夜に光り輝く   

□劇場版  のんのんびより  ばけーしょん   

□劇場版「若おかみは小学生！」  

□デンジャー・クロース  極限着弾    

□ホテル・ムンバイ  

□悪の偶像  

□色男ホ・セク   

□カセットテープ・ダイアリーズ   

□シンデレラ  

□パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊   

□美女と野獣   



□MOTHER マザー   

□レイニーデイ・イン・ニューヨーク  

□ちむぐりさ  菜の花の沖縄日記   

□ワンダーウォール  劇場版  

□ＡＫＩＲＡ   

□映画刀剣乱舞   

□劇場版  幼女戦記   

□のぼる小寺さん  

□アンチグラビティ   

□癒しのこころみ～自分を好きになる方法  

□WAVES／ウェイブス   

□ダークナイト   

□私がモテてどうすんだ   

□アニエスによるヴァルダ   

□ダゲール街の人々   

□ラ・ポワント・クールト   

□この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説  

□銃  2020 

□HERO～2020～  

□インビジブル・シングス  未知なる能力  

□ANNA／アナ   

□WAR ウォー！！   

□海底 47m 古代マヤの死の迷宮    

□機動警察パトレイバー  ｔｈｅ Ｍｏｖｉｅ   

□今日から俺は !!劇場版   

□コンフィデンスマン JP プリンセス編    

□八王子ゾンビーズ  

□ポップスター   

□なぜ君は総理大臣になれないのか  

□悪人伝  

□進撃の巨人～クロニクル～   

□ステップ  

□ In the Life of Music 音楽とともに生きて   

□エレファント・マン   

□今宵、212 号室で  

□追龍  

□ドヴラートフ  レニングラードの作家たち  

□リトル・ジョー  

□君がいる、いた、そんな時。  

□グランド・ジャーニー  

□ライブリポート  

□ライド・ライク・ア・ガール  

□リトル・ミス・サンシャイン  

□カラー・アウト・オブ・スペース  遭遇  

□ダンケルク  

□T-34 レジェンド・オブ・ウォー  最強ディレクターズ・カット版  

□ホーンテッド  世界一怖いお化け屋敷  

□ラ・ヨローナ～彷徨う女～  

□だってしょうがないじゃない (8/2 コミュニティシネマにいがた ) 

□ひまわり (1970) 

□PMC：ザ・バンカー  

□青の帰り道  



□ホット・サマー・ナイツ  

□がんばれいわ !!ロボコン  ウララ～！恋する汁なしタンタンメン !!の巻  

□君が世界のはじまり  

□劇場版  TIGER＆BUNNY The Beginning 

□劇場版  TIGER＆BUNNY The Rising 

□人体のサバイバル！  

□アルプススタンドのはしの方  

□劇場版  うたの☆プリンスさまっ♪  マジ LOVE キングダム  

□劇場版ひみつ×戦士  ファントミラージュ！  ～映画になってちょーだいします  

□ブレスレット  鏡の中の私  

□＃ハンド全力  

□ブラック  アンド  ブルー  

□プラド美術館 驚異のコレクション  

□EYES ON ME : The Movie 

□糸  

□映画ドラえもん  のび太の新恐竜  

□ぐらんぶる  

□ディック・ロングはなぜ死んだのか？  

□おかあさんの被爆ピアノ  

□瞽女  GOZE 

□少女☆歌劇  レヴュースタァライト  ロンド・ロンド・ロンド  

□ドキュメンタリー沖縄戦  知られざる悲しみの記憶  

□赤い闇  スターリンの冷たい大地で  

□インセプション  

□思い、思われ、ふり、ふられ  

□ファヒム  パリが見た奇跡  

□弱虫ペダル  

□すずしい木陰  

□野火  

□蟻の兵隊  

□東映まんがまつり  

□山猫は眠らない 8 暗殺者の終幕  

□青くて痛くて脆い  

□奇跡との出会い。－心に寄り添う。3－  

□きっと、またあえる  

□3 年目のデビュー  

□事故物件  恐い間取り  

□2 分の 1 の魔法  

□ドラゴンへの道  

□ドラゴン怒りの鉄拳  

□ドラゴン危機一発  

□ブルース・リー  死亡遊戯  

□許された子どもたち  

□映画  ギヴン  

□ジェクシー ! スマホを変えただけなのに  

□海の上のピアニスト  4K デジタル修復版  

□オフィシャル・シークレット  

□狂武蔵  

□劇場版ウルトラマンタイガ  ニュージェネクライマックス  

□幸せへのまわり道  

□シチリアーノ  裏切りの美学  

□映画クレヨンしんちゃん  激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者  



□喜劇  愛妻物語  

□窮鼠はチーズの夢を見る  

□劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」 III.spring song 

□STAND STRONG 

□パヴァロッティ  太陽のテノール  

□真夏の夜のジャズ  4K 

□ミッドウェイ  

□リスタートはただいまのあとで  

□今日もどこかで馬は生まれる  

□SKIN／スキン  

□宇宙でいちばんあかるい屋根  

□海辺の映画館－キネマの玉手箱  

□荒野のコトブキ飛行隊  完全版  

□チィファの手紙  

□特別上映版「はたらく細胞 !!」最強の敵、再び。体の中は“腸”大騒ぎ！  

□BREAK THE SILENCE：THE MOVIE 

□海辺のエトランゼ  

□映画 きかんしゃトーマス  チャオ！とんでうたってディスカバリー !! 

□劇場版  田園ボーイズ  

□人数の町  

□マイ・バッハ  不屈のピアニスト  

□行き止まりの世界に生まれて  

□カウントダウン  

□ファナティック  ハリウッドの狂愛者  

□アニメーション映画「思い、思われ、ふり、ふられ」  

□グッバイ、リチャード！  

□TENET テネット  

□透明人間  

□どこへ出しても恥かしい人  

□はちどり  

□Daughters 

□ぼけますから、よろしくお願いします。 (9/13 メディアシップ ) 

□アングスト /不安  

□浅田家！  

□イップ・マン  完結  

□カサノバ  ～最期の恋～  

□鵞鳥湖 (がちょうこ )の夜  

□機動戦士ガンダム F91 完全版  

□小説の神様  君としか描けない物語  

□新機動戦記ガンダムＷ  Endless Waltz 特別篇  

□トロールズ  ミュージック★パワー  

□フェアウェル  

□フライト・キャプテン  高度 1 万メートル、奇跡の実話  

□ミッドナイトスワン  

□お名前はアドルフ？  

□女優  原田ヒサ子  

□映像研には手を出すな！  

□劇場版  BEM ～BECOME HUMAN～  

□デート・ア・バレット  デッド・オア・バレット  

□マロナの幻想的な物語り  

□ライフ・イズ・カラフル！  未来をデザインする男 ピエール・カルダン  

□アダムス・ファミリー  



□甘いお酒でうがい  

□BURN THE WITCH 

□エマ、愛の罠  

□オン・ザ・ロック  

□ハースメル  

□ヒットマン  エージェント：ジュン  

□きみの瞳 (め )が問いかけている  

□望み  

□ハニーボーイ  

□フェアウェル  

□星の子  

□ポルトガル、夏の終わり  

□タゴール・ソングス  

□破壊の日  

□82 年生まれ、キム・ジヨン  

□フェイス・ベースド  ダメ男ふたりが人生で一発逆転する方法  

□UFO 真相検証ファイル  Part1 戦慄！宇宙人拉致事件の真実  

□ブックスマート  卒業前夜のパーティーデビュー  

□薬の神じゃない！  

□劇場版「鬼滅の刃」無限列車編  

□プリズン・エスケープ  脱出への 10 の鍵  

□みをつくし料理帖  

□夜明けを信じて。  

□パブリック  図書館の奇跡  

□ソワレ  

□WAVE!!～サーフィンやっぺ !!～  第一章  

□スパイの妻  劇場版  

□ウッドランド  

□シャレード (県立生涯学習推進センター ) 

□空に住む  

□罪の声  

□とんかつ DJ アゲ太郎  

□mid90s ミッドナインティーズ  

□実りゆく  

□メイキング・オブ・モータウン  

□ハニーランド  永遠の谷  

□プラネティスト  

□マーティン・エデン  

□れいこいるか  

□WAVE!!～サーフィンやっぺ !!～  第ニ章  

□映画プリキュアミラクルリープ  みんなとの不思議な 1 日  

□オレたち応援屋 !! 

□どうにかなる日々  

□リトル・サブカル・ウォーズ  -ヴィレヴァン！の逆襲 - 

□朝が来る  

□おらおらでひとりいぐも  

□スペシャルズ！  ～政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話  

□ムヒカ  世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ  

□ハリー・ポッターと賢者の石  

□もしもあたしたちがサイサイじゃなかったら。  

□リアム・ギャラガー :アズ・イット・ワズ  

□シェルブールの雨傘  



□ロシュフォールの恋人たち  

□ビューティフルドリーマー  

□461 個のおべんとう  

□羅小黒戦記 (ロシャオヘイセンキ )／The Legend of Hei 

□感謝離 ずっと一緒に  

□ジオラマボーイ・パノラマガール  

□アイ・キャン・オンリー・イマジン  明日へつなぐ歌  

□ドクター・デスの遺産－BLACK FILE－  

□日本沈没 2020 劇場編集版  -シズマヌキボウ - 

□ホテルローヤル  

□モンスターストライク  THE MOVIE ルシファー絶望の夜明け  

□リアム・ギャラガー :アズ・イット・ワズ  

□羅小黒戦記 (ロシャオヘイセンキ ) ぼくが選ぶ未来  

□女と男のいる舗道  

□女は女である  

□タイトル、拒絶  

□ドロステのはてで僕ら  

□燕 Yan 

□横須賀綺譚  

□マイ・ビューティフル・デイズ  

□WAVE!!～サーフィンやっぺ !!～  第三章  

□水上のフライト  

□魔女見習いをさがして  

□シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい！  

□パウ・パトロール  カーレース大作戦  Go! Go! 

□THE CAVE サッカー少年救出までの 18 日間  

□アーニャは、きっと来る  

□家なき子  希望の歌声  

□滑走路  

□劇場版  HAYABUSA２～REBORN 

□10 万分の 1 

□STAND BY ME ドラえもん 2 

□王になった男 (11/14 クロスパルにいがた ) 

□レイアニ・ミュアーの不妊手術 (11/22 総合福祉会館 ) 

□zk／頭脳警察 50 未来への鼓動  

□はりぼて  

□ブリング・ミー・ホーム  尋ね人  

□グリザイア：ファントムトリガー  THE ANIMATION スターゲイザー  

□泣く子はいねぇが  

□フード・ラック！食運  

□ミッシング・リンク  英国紳士と秘密の相棒  

□君は彼方  

□佐々木、イン、マイマイン  

□真・鮫島事件  

□十二単衣を着た悪魔  

□ばるぼら  

□ホモ・サピエンスの涙  

□ボルケーノ・パーク  

□異端の鳥  

□ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序  

□サイレント・トーキョー  

□ザ・ハント  



□ストックホルム・ケース  

□魔女がいっぱい  

□花火 再編集版  

□ゆきゆきて、神軍  

□れいわ一揆  

□にいがたインディーズムービーフェスティバル vol.24 

□ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破  

□新解釈・三國志  

□天外者  

□テロルンとルンルン  

□甘い生活  

□青春群像  

□魂のジュリエッタ  

□8 1/2 

□フェリーニのアマルコルド  

□道 (1954) 

□鏡  

□ストーカー (1979) 

□惑星ソラリス  

□マイルス・デイヴィス  クールの誕生  

□イエスかノーか半分か／まるだせ金太狼 (BL FES!!2020) 

□劇場版  Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット -前編  Wandering; Agateram 

□さくら  

□劇場版  ヴァイオレット・エヴァーガーデン  

□Netflix 世界征服の野望  

□電車を止めるな ! のろいの 6.4km(12/5 秋葉区文化会館 ) 

□映画「めぐみ」上映会 (12/13 クロスパルにいがた ) 

□ようこそ映画音響の世界へ  

□ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q 

□劇場短編  仮面ライダーセイバー  不死鳥の剣士と破滅の本  

□劇場版  仮面ライダーゼロワン  REAL×TIME 

□ビルとテッドの時空旅行  音楽で世界を救え！   

□約束のネバーランド  

□私をくいとめて  

□ワンダーウーマン  1984 

□劇場版ポケットモンスター  ココ  

□映画えんとつ町のプペル  

□ジョゼと虎と魚たち  

 

(リスト作成 月刊ウインド編集部  市川 ) 

 


