
2016年 キネマ旬報読者・KINENOTE会員選出 
外国映画ベスト・テン選出用作品リスト 
 
■このリストは「読者選出ベスト・テン」投票用の参考資料です。2016年の全封切作品を
掲載したものではありません。 
■選出対象は 2015年 12月 18日から 2016年 12月 15日までの公開作品です。 
※「ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー」など 12月 16日公開以降の作品は 2017
年の対象作品となります。 
※「ちはやふる ‒上の句‒」「ちはやふる ‒下の句‒」、「64‒ロクヨン‒前編」「64‒ロクヨン‒
後編」など前篇・後篇がある作品は合わせて一本の作品として扱いますのでご注意くださ

い。 
 
外国映画 
■2015年 12月（17日～31日公開） 
●あの頃エッフェル塔の下で 
●ヴィオレット‒ある作家の肖像‒ 
●神様なんかくそくらえ 
●完全なるチェックメイト 
●消えた声が、その名を呼ぶ 
●きみといた２日間 
●禁じられた歌声 
●クリード	 チャンプを継ぐ男 
●スター・ウォーズ／フォースの覚醒 
●ストレイト・アウタ・コンプトン 
●ディーン、君がいた瞬と間き 
●ひつじ村の兄弟 
●マイ・ファニー・レディ 
●リザとキツネと恋する死者たち 
 
■１月 
●アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ３ 
●アトリエの春、昼下がりの裸婦 
●アフターデイズ・ボディ	 彼女がゾンビと化した世界 
●アメリカン・バーガー 
●イット・フォローズ 
●愛しき人生のつくりかた 



●犬を連れた女 
●インシディアス 序章 
●INFINI/インフィニ 
●エイプリル・ソルジャーズ	 ナチス・北欧大侵略 
●エージェント・ウルトラ 
●エリザベス	 神なき遺伝子 
●神なるオオカミ 
●カリキュレーター 
●監禁／レディ・ベンジェンス 
●99分，世界美味めぐり 
●グッドナイト・マミー 
●グランド・ジョー 
●クリミナル・ミッション 
●クリムゾン・ピーク 
●殺されたミンジュ 
●最愛の子 
●ザ・ウォーク 
●サウルの息子 
●ザ・ハロウ／侵蝕 
●シーズンズ ２万年の地球旅行 
●ジェンダー・マリアージュ	 ～全米を揺るがした同性婚裁判～ 
●死の恋人ニーナ 
●シャークトパス VS 狼鯨 
●処刑女 
●スウィート・ホーム 
●スタング 
●ストレンジャー・プロジェクト 
●スナッチャーズ・フィーバー	 －喰われた町－ 
●SPY TIME ‒スパイ・タイム‒ 
●SPOOKS	 スプークス／MI-5 
●世紀の光 
●千年医師物語～ペルシアの彼方へ～ 
●タイガー・マウンテン～雪原の死闘～ 
●ダイナマイト・ファミリー 
●タイム・トゥ・ラン 
●デス・ノート 



●鉄拳 Kazuya’s Revenge 
●デッド・オア・リベンジ 
●デビルズ・シティ 
●トランス・シューター 
●ドリーム ホーム	 99％を操る男たち 
●ナイト・チェイサー 
●ニューヨーク	 眺めのいい部屋売ります 
●バーバリアンズ	 セルビアの若きまなざし 
●白鯨との闘い 
●パディントン 
●パラドクス 
●バンド・コールド・デス 
●ビッグマッチ 
●ビューティー・インサイド 
●ブラック・スキャンダル 
●フランス組曲 
●ブリッジ・オブ・スパイ 
●フルリベンジ 
●ベラ	 bella 
●ヘリオス 赤い諜報戦 
●マーターズ 
●魔界戦記～雪の精と闇のクリスタル～ 
●メモリーズ	 追憶の剣 
●モンスターズ／新種襲来 
●ユートピア 
●ライアー・ハウス 
●ラバランチュラ	 全員出動！ 
●リトル・バード 164マイルの恋 
●ロイヤル・コンセルトヘボウ	 オーケストラがやって来る 
●ロパートキナ 孤高の白鳥 
●若き詩人 
●私の愛、私の花嫁 
●私はゴースト 
 
■２月 
●偉大なるマルグリット 



●エイリネイト ‒侵略地区‒ 
●Ｘ‒ミッション 
●オデッセイ 
●キャロル 
●クーパー家の晩餐会 
●コインロッカーの女 
●ザ・ガンマン 
●ザ・ブリザード 
●ザ・ラスト・ウォーリアー 
●SHERLOCK／シャーロック	 忌まわしき花嫁 
●スティーブ・ジョブズ 
●スティンガー 
●ゾンビスクール！ 
●ゾンビマックス！ 怒りのデス・ゾンビ 
●探偵なふたり 
●ディーパンの闘い 
●ディスクローザー 
●ディバイナー 戦禍に光を求めて 
●特捜部Ｑ－キジ殺しー 
●ドラゴン・ブレイド 
●ナイト・ビフォア～俺たちのメリーハングオーバー 
●虹にじ蛇へびと眠る女 
●ネコのお葬式 
●バナナの逆襲	 第１話	 ゲルテン監督、訴えられる 
●バナナの逆襲	 第２話	 敏腕？弁護士ドミンゲス、現る 
●火の山のマリア 
●不屈の男	 アンブロークン 
●ブレイキング・ゴッド 
●ヘイトフル・エイト 
●ホール・イン・マネー！～大富豪トランプのアブない遊び～ 
●Maiko ふたたびの白鳥 
●マギー 
●もしも建物が話せたら 
●モンスター・ホテル２ 
●レッキング・クルー	 伝説のミュージシャンたち 
●ロスト・パトロール 



 
■３月 
●アーサー・フォーゲル ～ショービズ界の帝王～ 
●アーロと少年 
●アイリス・アプフェル！94歳のニューヨーカー 
●あまくない砂糖の話 
●あやつり糸の世界 
●インサイダーズ／内部者たち 
●エスコバル/楽園の掟 
●AUTOMATA	 オートマタ 
●これが私の人生設計 
●最高の花婿 
●砂上の法廷 
●ザ・メタルイヤーズ 
●幸せをつかむ歌 
●人生は小説よりも奇なり 
●スイートハート・チョコレート 
●父を探して 
●つむぐもの 
●背徳の王宮 
●バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 
●母よ、 
●バンクシー・ダズ・ニューヨーク 
●光りの墓 
●ひつじのショーン スペシャル ～いたずらラマがやってきた！～ 
●ボクのスーパーチーム 
●マジカル・ガール 
●マネー・ショート	 華麗なる大逆転 
●マリーゴールド・ホテル	 幸せへの第二章 
●Mr.ホームズ 名探偵最後の事件 
●リリーのすべて 
●ロブスター 
 
■４月 
●あいつだ 
●アイヒマン・ショー／歴史を映した男たち 



●アタック・ナンバーハーフ・デラックス 
●永遠のヨギー	 ヨガをめぐる奇跡の旅 
●映画 きかんしゃトーマス 探せ!! 謎の海賊船と失われた宝物 
●N.W.A & EAZY-E：キングス・オブ・コンプトン 
●オマールの壁 
●カタプタリ～風の村の伝説～ 
●カトマンズに散る花 
●グランドフィナーレ 
●獣は月夜に夢を見る 
●恋はチャレンジ！～ドジョンに惚れる～ 
●更年奇的な彼女 
●COP CAR／コップ・カー 
●孤独のススメ 
●さざなみ 
●ザ・デクラインⅢ 
●山河ノスタルジア 
●サンセット・ストリップ ロックンロールの生誕地 
●シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ 
●ジョニー・ウィンター：ダウン＆ダーティー 
●ズートピア 
●スポットライト 世紀のスクープ 
●西部戦線 1953 
●台湾新ニューシネマ電影時代 
●追憶の森 
●ノーザン・リミット・ライン 南北海戦 
●ノーマ、世界を変える料理 
●花、香る歌 
●ハロルドが笑う その日まで 
●フィフス・ウェイブ 
●ボーダーライン 
●見えない目撃者 
●緑はよみがえる 
●ミラクル・ニール！ 
●LOVE 【3D】 
●ルーム 
●レヴェナント：蘇えりし者 



 
■５月 
●明日の世界 
●アメリカ・ワイルド 
●或る終焉 
●エルヴィス、我が心の歌 
●エンド・オブ・キングダム 
●神様メール 
●カルテル・ランド 
●ガルム・ウォーズ 
●きっと全て大丈夫 
●君がくれたグッドライフ 
●心霊ドクターと消された記憶 
●スティーヴ・マックィーン	 その男とル・マン 
●素敵なサプライズ	 ブリュッセルの奇妙な代理店 
●スノーホワイト－氷の王国－ 
●すれ違いのダイアリーズ 
●追撃者 
●パラノーマル・アクティビティ５ 
●ヴィクトリア 
●ファブリックの女王 
●復活 
●ヘイル、シーザー！ 
●マイケル・ムーアの世界侵略のススメ 
●マクベス 
●ラブ・コントロール～恋すると死んでしまう彼女ボンスン～ 
●ランバート・アンド・スタンプ 
●若葉のころ 
 
■６月 
●アウトバーン 
●WE ARE YOUR FRIENDS ウィー・アー・ユア・フレンズ 
●エクストラクション 
●エクス・マキナ 
●王の運さだめ命‒歴史を変えた八日間‒ 
●鬼はさまよう 



●帰ってきたヒトラー 
●鏡は嘘をつかない 
●教授のおかしな妄想殺人 
●極秘捜査 
●THE WAVE ／ザ・ウェイブ 
●サウスポー 
●殺人の輪廻 
●THE FORGER 天才贋作画家 最後のミッション 
●シークレット・アイズ 
●シチズンフォー スノーデンの暴露 
●純情 
●シリア・モナムール 
●好きにならずにいられない 
●その女諜報員	 アレックス 
●ダーク・プレイス 
●デッドプール 
●10 クローバーフィールド・レーン 
●天国からの奇跡 
●トリプル９ 裏切りのコード 
●名もなき復讐 
●ブレイク・ビーターズ 
●ノック・ノック 
●裸足の季節 
●二ツ星の料理人 
●ブラー：ニュー・ワールド・タワーズ 
●ホース・マネー 
●マネーモンスター 
●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 
●ラザロ・エフェクト 
●レジェンド 狂気の美学 
●ロイヤル・ナイト	 英国王女の秘密の外出 
 
■７月 
●あなた、その川を渡らないで 
●アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～ 
●暗殺 



●アンフレンデッド 
●生きうつしのプリマ 
●祈りのちから 
●インデペンデンス・デイ：リサージェンス 
●ウォークラフト 
●映画よ、さようなら 
●ＡＭＹ エイミー 
●学園サバイバル～アブジェンイ～前編／後編 
●疑惑のチャンピオン 
●シアター・プノンペン 
●時間離脱者 
●シュガー・ブルース 家族で砂糖をやめたわけ 
●死霊館 エンフィールド事件 
●シング・ストリート	 未来へのうた 
●人生は狂ラプソディ詩曲 
●スクリーム・ガールズ～最後の絶叫～ 
●その日の雰囲気 
●ターザン：REBORN 
●探偵ホン・ギルドン～消えた村～ 
●DOPE/ドープ!! 
●トランボ	 ハリウッドに最も嫌われた男 
●ネイビーシールズ：オペレーション Z 
●パコ・デ・ルシア 灼熱のギタリスト 
●バチカン・テープ 
●バッド・ブレインズ/バンド・イン・DC 
●ハリウッドがひれ伏した銀行マン 
●BIGBANG MADE 
●ひな鳥の冒険 
●ヒマラヤ～地上 8,000メートルの絆～ 
●ファインディング・ドリー 
●フィレンツェ、メディチ家の至宝	 ウフィツィ美術館 3D／4K 
●２つの恋愛 
●フラワーショウ！ 
●ブルックリン 
●プロヴァンスの休日 
●ペレ	 伝説の誕生 



●マン・アップ！	 60億分の１のサイテーな恋のはじまり 
●ミモザの島に消えた母 
●めぐりあう日 
●ヤング・アダルト・ニューヨーク 
●ライオット・クラブ 
●ラサへの歩き方	 祈りの 2400km 
●ラスト・タンゴ 
●リヴィング・ウィズ・ベートーヴェン 
●ロスト・バケーション 
●ロング・トレイル！ 
 
■８月 
●あの場所で君を待ってる 
●アメリカン・スリープオーバー 
●イレブン・ミニッツ 
●イングリッド・バーグマン～愛に生きた女優～ 
●栄光のランナー／1936ベルリン 
●X-MEN： アポカリプス 
●海峡を越えた野球少年 
●神様の思し召し 
●奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ 
●きみがくれた物語 
●ゴーストバスターズ 
●西遊記	 孫悟空 vs 白骨夫人 
●サウスバウンド 
●ジャングル・ブック 
●JUNUN 
●ストリート・オーケストラ 
●ソング・オブ・ザ・シー	 海のうた 
●ソング・オブ・ラホール 
●ダーティー・コップ 
●太陽のめざめ 
●沈黙の粛清 
●ティエリー・トグルドーの憂鬱 
●Daydreaming 
●ドラゴン・クロニクル 妖魔塔の伝説 



●ニュースの真相 
●人間爆弾「桜花」‒特攻を命じた兵士の遺言‒ 
●ハートビート 
●ハイ・ライズ 
●はじまりはヒップホップ 
●バニー・ザ・キラー 
●フォトグラファーズ・イン・ニューヨーク 
●ブリーダー 
●ペット 
●ポバティー・インク～あなたの寄付の不都合な真実～ 
●ミス・ワイフ 
●ミニオンズ：アルバイト大作戦 
●ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影〈シャドウズ〉 
●モンスター・ハント 
●ライト/オフ 
●リトル・ボーイ	 小さなボクと戦争 
 
■９月 
●アスファルト 
●ある天文学者の恋文 
●アンナとアントワーヌ	 愛の前プレリュード奏曲 
●歌声にのった少年 
●エル・クラン 
●神のゆらぎ 
●キング・オブ・エジプト 
●グッバイ、サマー 
●グランド・イリュージョン	 見破られたトリック 
●恋するインターン ～現場からは以上です！～ 
●高慢と偏見とゾンビ 
●コロニア 
●ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years 
●地獄に堕ちた野郎ども 
●ジャニス：リトル・ガール・ブルー 
●将軍様、あなたのために映画を撮ります 
●白い帽子の女 
●神聖なる一族 24人の娘たち 



●スーサイド・スクワッド 
●スーパーメンチ－時代をプロデュースした男！－ 
●聖なる呼吸：ヨガのルーツに出会う旅 
●セルフレス／覚醒した記憶 
●チリの闘い 
●とうもろこしの島 
●トレジャー	 オトナタチの贈り物。 
●ハドソン川の奇跡 
●BFG：ビッグ・フレンドリー・ジャイアント 
●ヒップスター 
●メカニック：ワールドミッション 
●みかんの丘 
●みつばちマーヤの大冒険 
●ラスト・ウィッチ・ハンター 
 
■10月 
●アイ・ソー・ザ・ライト 
●あたらしい野生の地ーリワイルディング 
●ある戦争 
●アングリーバード 
●イエスタデイ 
●インフェルノ 
●奇蹟がくれた数式 
●奇跡のピアノ 
●92歳のパリジェンヌ 
●グローリーデイ 
●国選弁護人 ユン・ジンウォン 
●コンカッション 
●31 
●ザ・ギフト 
●ザ・クルー 
●彷徨える河 
●サラダデイズ-SALAD DAYS- 
●シーモアさんと、大人のための人生入門 
●ジェイソン・ボーン 
●ジェーン 



●スター・トレック BEYOND 
●スラヴォイ・ジジェクの倒錯的映画ガイド２	 倒錯的イデオロギー・ガイド 
●世界一キライなあなたに 
●隻眼の虎 
●戦場のメロディ 
●ダゲレオタイプの女 
●チャーリー 
●朝鮮魔術師 
●手紙は憶えている 
●人間の値打ち 
●ハート・オブ・ドッグ～犬が教えてくれた人生の練習～ 
●ハイエナ・ロード 
●ハッピーログイン 
●荊棘の秘密 
●ハングリー・ハーツ 
●PK 
●ヒッティング・ジ・エイペックス 
●４デイズ・イン・イラク 
●フランコフォニア	 ルーヴルの記憶 
●プリースト	 悪魔を葬る者 
●ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 
●ペイ・ザ・ゴースト	 ハロウィンの生贄 
●ベストセラー	 編集者パーキンズに捧ぐ 
●RWBY VOLUME2 
●ランデヴー 
●われらが背きし者 
 
■11月 
●五日物語－３つの王国と３人の女－ 
●エヴォリューション 
●エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に 
●ガール・オン・ザ・トレイン 
●華麗なるリベンジ 
●グレート・ミュージアム ハプスブルク家からの招待状 
●コウノトリ大作戦！ 
●ザ・ヴィジランテ	 世界最強の私設軍隊 



●シークレット・オブ・モンスター 
●灼熱 
●ジャック・リーチャー NEVER GO BACK 
●ＪＵＫＡＩ ―樹海― 
●ジュリエッタ 
●世界の果てまでヒャッハー！ 
●ソーセージ・パーティー 
●誰のせいでもない 
●小さな園の大きな奇跡 
●造られた殺人 
●ティファニー	 ニューヨーク五番街の秘密 
●トムとジェリー	 すくえ！魔法の国オズ 
●ニコラス・ウィントンと 669人の子どもたち 
●バッド・チューニング 
●母の残像 
●ハンズ・オブ・ラヴ 手のひらの勇気 
●ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 
●VR	 ミッション：25 
●ブルーに生まれついて 
●ブルゴーニュで会いましょう 
●弁護人 
●ホドロフスキーの虹泥棒 
●ホライズン 
●マイ・ベスト・フレンド 
●マッド・ドライヴ 
●胸騒ぎのシチリア 
●メン・イン・キャット 
●リバイバル	 妻は二度殺される 
●私の少女時代 -Our Times- 
●湾生回家 
 
■12月（15日公開まで） 
●JACO 
●沈黙のアフガン 
●ノーマ東京	 世界一のレストランが日本にやって来た 
●ヒッチコック／トリュフォー 



●福田敬子―女子柔道のパイオニア 
●ブレア・ウィッチ 
●マダム・フローレンス！	 夢見るふたり 
●マックス・スティール 
●ミス・シェパードをお手本に 
●RWBY VOLUME3 


