2016 年 キネマ旬報読者・KINENOTE 会員選出
日本映画ベスト・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。
日本映画

■2015 年 12 月（17 日～31 日公開）
●アリス・イン・ドリームランド
●映画ちびまる子ちゃん
●映画 妖怪ウォッチ
●劇場版

イタリアから来た少年

エンマ大王と５つの物語だニャン！

東京女子プロレス【爆音セレナーデ】

●DENKI GROOVE THE MOVIE ?

‒石野卓球とピエール瀧‒

●友だちのパパが好き
●はなちゃんのみそ汁
●広河隆一

人間の戦場

●REVIVAL

これが日本の総合格闘技だ

●DRAGON BLACK
■１月
●劇場版 501
●あらうんど四万十

カールニカーラン

●いしゃ先生
●縁（えにし）The Bride of Izumo
●お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました。
●尾崎支配人が泣いた夜 DOCUMENTARY ofHKT48
●風のたより
●ガラスの花と壊す世界
●傷物語〈Ⅰ鉄血篇〉
●KING OF PRISM by PrettyRhythm

●空人
●口裂け女 in L.A.
●さらば あぶない刑事
●残穢【ざんえ】 －住んではいけない部屋－
●手裏剣戦隊ニンニンジャーVS トッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーラ
ンド
●知らない、ふたり
●蜃気楼の舟
●新宿ミッドナイトベイビー
●人生の約束
●シンドバッド

魔法のランプと動く島

●ソングドリーマーズ☆
●道頓堀よ、泣かせてくれ！ DOCUMENTARY of NMB48
●DOGLEGS
●猫なんかよんでもこない。
●信長協奏曲（ノブナガコンツェルト）
●の・ようなもの のようなもの
●俳優 亀岡拓次
●バレンタインナイトメア
●ビハインド・ザ・コーヴ～捕鯨問題の謎に迫る～
●ピンクとグレー
●ふたりの死刑囚
●PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth
●ボクソール★ライドショー

恐怖の廃校脱出！

●民暴
●ヤクザと憲法
●LIVE!LOVE!SING! 生きて愛して歌うこと 劇場版
●老兵挽歌～異郷に生きる～
●6600 ボルト
■２月
●愛地獄
●AKECHI くノ一忍法外伝
●いいにおいのする映画（Be A Light To The World）
●イカれてイル？
●映画 けん太くんとてつどう博士の Go!Go!100 のでんしゃ

●表と裏

最終章

●女が眠る時
●牡蠣工場
●Given～いま、ここ、にあるしあわせ～
●黒崎くんの言いなりになんてならない
●劇場版 SA サンキューコムレイズ～UNDER THE SKY～
●劇場版 SA サンキューコムレイズ～UNDER THE FLAG～
●劇場版 selector destructed WIXOSS
●劇場版 探偵オペラ ミルキィホームズ

～逆襲のミルキィホームズ～

●恋とオンチの方程式
●コードギアス

亡国のアキト

最終章「愛シキモノタチヘ」

●９つの窓
●シェル・コレクター
●SHADOW KIDS シャドーキッズ
●十字架
●ジョーのあした－辰𠮷丈一郎との 20 年－
●新劇場版「頭文字 D」Legend3‒夢現‒
●大地を受け継ぐ
●断食芸人
●血まみれスケバンチェーンソー
●珍遊記
●鉄の子
●同級生
●NINJA THE MONSTER
●BAILE TOKYO
●袴田巌 夢の間の世の中
●薄桜鬼 SSL ～sweet school life～ THE MOVIE
●101 回目のベッド・イン
●ピン中！
●Born in the EXILE ～三代目 J Soul Brothers の奇跡～
●ホテルコパン
●増田進

患者さんと生きる

●マンガ肉と僕
●よしもと新喜劇 映画「西遊喜」
●ライチ☆光クラブ
●ラストエグザイル ‒銀翼のファム‒ Over The Wishes

●ローカル路線バス乗り継ぎの旅 THE MOVIE
●ワレワレハワラワレタイ

ウケたら、うれしい。それだけや。

■３月
●イースターナイトメア～死のイースターバニー～
●映画

暗殺教室－卒業編－

●映画ドラえもん

新・のび太の日本誕生

●映画 プリキュアオールスターズ
●エヴェレスト

みんなで歌う♪奇跡の魔法！

神々の山いただき嶺

●邂逅
●風の波紋
●家族はつらいよ
●仮面ライダー１号
●キオリ
●キネマ純情
●劇場版 ウルトラマンＸ
●甲鉄城のカバネリ

きたぞ!われらのウルトラマン

序章

●孤高の遠吠
●壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ
●コンビニ夢物語
●桜ノ雨
●サロメの娘 アナザサイド in progress
●劇場版しまじろうのわお！『しまじろうと えほんのくに』
●ジョギング渡り鳥
●スクール・オブ・ナーシング
●セーラー服と機関銃

‒卒業‒

●父の結婚
●ちはやふる ‒上の句‒／‒下の句‒
●罪とバス
●つむぐもの
●デジモンアドベンチャー tri. 第２章「決意」
●天使に“アイム・ファイン”
●ドロメ【女子篇】
●ドロメ【男子篇】
●人魚に会える日。
●はなくじらちち

●花のように

あるがままに～在日コリアン舞踊家・裵梨花～

●ヒロシマ、そしてフクシマ
●復讐したい
●プリパラ

み～んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ

●フローレンスは眠る
●ぼくが命をいただいた３日間
●僕だけがいない街
●星ガ丘ワンダーランド
●無伴奏
●浴衣カウボーイ
●RADWIMPS の HESONOO Documentary Film
●リップヴァンウィンクルの花嫁
●リトルパフォーマー

風の鼓動

■４月
●アイアムアヒーロー
●あやしい彼女
●闇刻の宴
●映画クレヨンしんちゃん

爆睡！ユメミーワールド大突撃

●関西ジャニーズ Jr.の目指せ♪ドリームステージ！
●久高オデッセイ 第三部 風章
●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

遊☆ 戯☆ 王 THE DARK SIDE OFDIMENSIONS

●下衆の愛
●恋
●この男子、魔法がお仕事です。
●桜の樹の下
●SHARING
●シュウカツ
●女子高
●スキャナー

記憶のカケラをよむ男

●ずっと前から好きでした。～告白実行委員会～
●青春 100 キロ
●蒼そらいろのシンフォニー
●太陽
●たまゆら

卒業写真

第４部 朝 ‒あした‒

●デスフォレスト 恐怖の森４
●テラフォーマーズ
●ドクムシ
●ドッジボールの真理 code01 伝説のレッドブルマー
●のぞきめ
●バット・オンリー・ラヴ
●華魂 幻影
●マンガをはみだした男

赤塚不二夫

●蜜のあわれ
●みんな好いとうと♪
●無音の叫び声
●名探偵コナン

純黒の悪ナイトメア夢

●モヒカン故郷に帰る
●闇金ドッグス２
●夢の女

ユメノヒト

■５月
●亜人 ‒衝突‒
●あのひと
●あめつちの日々
●飯舘村の母ちゃんたち

土とともに

●海よりもまだ深く
●映画

日本刀～刀剣の世界～

●オオカミ少女と黒王子
●女ヒエラルキー底辺少女
●機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅲ 暁の蜂起
●劇場版

牙狼〈GARO〉-DIVINE FLAME-

●CONFLICT

コンフリクト～最大の抗争～

●サンマとカタール

女川つながる人々

●シマウマ
●少女椿
●シンドバッド
●世界から猫が消えたなら
●園子温という生きもの
●ディストラクション・ベイビーズ
●デュラララ!!×２ 結

外伝!?

第 19.5 話「デュフフフ!!」

●手をつないでかえろうよ～シャングリラの向こうで～
●殿、利息でござる！
●なぜ生きるー蓮如上人と吉崎炎上ー
●ヒーローマニア‒生活‒
●ひそひそ星
●ヒメアノ～ル
●不思議なクニの憲法
●ふたりの桃源郷
●ＨＫ/変態仮面

アブノーマル・クライシス

●燐寸少女 マッチショウジョ
●モッシュピット
●闇金ドッグス３
●LISTEN リッスン
●リリカルスクールの未知との遭遇
●ROAD TO HiGH&LOW
●64 ロクヨン‒前編‒／‒後編‒
●わたしの自由について～SEALDs 2015～
■６月
●雨女
●圧殺の海 第２章「辺野古」
●アトムとピース～瑠衣子

長崎の祈り～

●嫌な女
●A2 完全版
●葛城事件
●KABUKI DROP
●機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBERSKY
●クリーピー 偽りの隣人
●月光
●高台家の人々
●貞子 vs 伽椰子
●さとにきたらええやん
●サブイボマスク
●植物図鑑 運命の恋、ひろいました
●白鳥麗子でございます！ THE MOVE
●知らない町

●スリリングな日常
●団地
●探偵ミタライの事件簿

星せい籠ろ の海

●TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ
●夏美のホタル
●二重生活
●日本で一番悪い奴ら
●任侠野郎
●人魚に会える日。
●走れ、絶望に追いつかれない速さで
●ひと夏のファンタジア
●FAKE
●ふきげんな過去
●MARS～ただ、君を愛してる～
●モラトリアム・カットアップ
■７月
●DOCUMENT OF KYOSUKE HIMURO“POSTSCRIPT”THEATER EDITION
●アクセル・ワールド INFINITE∞BURST
●アルビノ
●アルビノの木
●いしぶみ
●海すずめ
●Every Day
●風のように
●風は生きよという
●神様たちの街
●眼球の夢
●カンパイ！世界が恋する日本酒
●KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV
●クズとブスとゲス
●黒い暴動♥
●ケンとカズ
●幸福は日々の中に。
●コープスパーティー Book of Shadows
●ジャマイカ日記

ウソみたいなホントの話

●シン・ゴジラ
●人狼ゲーム

プリズン・ブレイク

●SUSHI POLICE
●全員、片想い
●セトウツミ
●それいけ！アンパンマン

おもちゃの星のナンダとルンダ

●存在する理由 DOCUMENTARY of AKB48
●大怪獣モノ
●太陽の蓋
●だ COLOR？ THE 脱獄サバイバル
●チェブラーシカ 動物園へ行く
●ちえりとチェリー
●ディスタンス
●DEVOTE～ディヴォート～
●トイレの花子さん新章

花子 VS ヨースケ

●HiGH&LOW THE MOVIE
●彦とベガ
●ホーンテッド・キャンパス
●ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z ボルケニオンと機からくり巧のマギアナ
●マジックユートピア
●森山中教習所
●野生のなまはげ
●屋根裏の散歩者
●夢二～愛のとばしり～
●ONE PIECE FILM GOLD
■８月
●アイカツ！～ねらわれた魔法のアイカツ！カード～
●青空エール
●EVIL IDOL SONG
●オールディックフォギー/歯車にまどわされて
●悦楽交差点
●花芯
●傷物語〈Ⅱ熱血篇〉
●君の名は。
●クワイ河に虹をかけた男

●劇場版アイカツスターズ！
100 の眼魂とゴースト運命の瞬間

●劇場版

仮面ライダーゴースト

●劇場版

動物戦隊ジュウオウジャー

ドキドキ サーカス

パニック！

●健さん
●後妻業の女
●五島のトラさん
●The Room
ZAMPA

●残波

●青春ディスカバリーフィルム～なんだって青春編～
●鷹の爪 ８ ～吉田くんのＸ（バッテン）ファイル～
●「超」怖い話
●ねむれ思い子

空のしとねに

●ハルをさがして
●火

Hee

●秘密 THE TOP SECRET
●ヴィレッジ・オン・ザ・ヴィレッジ
●兵士 A
●まなざし
●魔法使いの嫁

星待つひと：前篇

●ミリキタニの記憶
●U-31
●ゆずの葉ゆれて
●よみがえりの島
●ルドルフとイッパイアッテナ
●渡辺護自伝的ドキュメンタリー

第１部

後篇
■９月
●アトラクション 4D「戦車ライド」
●亜人 最終章 ‒衝戟‒
●あなたを待っています
●怒り
●映画 聲の形
●エミアビのはじまりとはじまり
●オーバー・フェンス
●KARATE KILL／カラテキル

糸の切れた凧

渡辺護が語る渡辺護

前篇／

●黒子のバスケ

ウインターカップ総集編 ～影と光～

●校庭に東風吹いて
●サクラ花

－桜花最期の特攻－

●真田十勇士
●サマーソング
●ザ・ムービー アルスマグナ危機一髪！
●闇金ウシジマくん Part3
●四月は君の嘘
●好きでもないくせに
●Start Line
●絶壁の上のトランペット
●だれかの木琴
●ダンスの時間
●超高速！参勤交代 リターンズ
●ディアスポリス -DIRTY YELLOW BOYS●デジモンアドベンチャー tri. 第３章「告白」
●デスフォレスト 恐怖の森５
●中野 JK～退屈な休日～
●泣き虫ピエロの結婚式
●涙の数だけ笑おうよ～林家かん平奮闘記～
●にがくてあまい
●ハイヒール革命！
●函館珈琲
●バニラボーイ

トゥモロー・イズ・アナザー・デイ

●fuji_jukai.mov
●planetarian～星の人～
●メイクルーム２
●弱虫ペダル SPARE BIKE
●弱虫ペダル スペアバイクそれいけ アラキタくん
●レッドタートル ある島の物語
●渡辺護自伝的ドキュメンタリー
ンク映画史

前篇／後篇

■10 月
●秋の理由
●Anniversary アニバーサリー

第２部

つわものどもが遊びのあと

渡辺護が語るピ

●ウォーナーの謎のリスト
●うつろいの標本箱
●海へ

朴さんの手紙

●映画 魔法つかいプリキュア！奇跡の変身！キュアモフルン！
●映像歳時記 鳥居をくぐり抜けて風
●お元気ですか？
●お父さんと伊藤さん
●カノン
●過激派オペラ
●GANTZ：O
●キュアミラクルとモフルンの魔法のレッスン！
●CUTIE HONEY-TEARS●キリマンジャロは遠く
●金メダル男
●グッドモーニングショー
●クハナ！
●黒子のバスケ

ウインターカップ総集編 ～涙の先へ～

●劇場版ほんとうにあった怖い 2016
●月下燦然ノ星 THE MOVIE
●少女
●シンデレラゲーム
●SCOOP ！
●ゼーガペイン ADP
●祖父の日記帳と私のビデオノート
●高江ー森が泣いている
●TSUKIJI WONDERLAND（築地ワンダーランド）
●デスノート Light up the NEW world
●永い言い訳
●何者
●バースデーカード
●HiGH&LOW THE RED RAIN
●彼岸島 デラックス
●ひとみちゃん
●福島

生きものの記録

●淵に立つ
●プロデューサーズ

シリーズ４～生命～

●BOYS AND MEN ～One For All, All For One～
●無垢の祈り
●闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
●湯を沸かすほどの熱い愛
●龍帝-DRAGON EMPEROR■11 月
●愛∞コンタクト
●浅草・筑波の喜久次郎～浅草六区を創った筑波人～
●アズミ・ハルコは行方不明
●At the terrace テラスにて
●雨にゆれる女
●いきなり先生になったボクが彼女に恋をした
●いたくても

いたくても

●イタズラな Kiss THE MOVIE ～Part1 ハイスクール編～
●いのちのかたち －画家・絵本作家 いせひでこ－
●インターン！
●裏切りの街
●映画作家 黒木和雄 非戦と自由への想い
●L‒エル‒
●MX4D カゲロウデイズ-in a day’s●オー・マイ・ゼット！
●オケ老人！
●溺れるナイフ
●俺たち文化系プロレス DDT
●orange ‒未来‒
●貌斬り KAOKIRI～戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より～
●黒子のバスケ

ウインターカップ総集編 ～扉の向こう～

●古都
●家族の日
●kapiw と apappo～アイヌの姉妹の物語～
●カレーライスを一から作る
●機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 運命の前夜
●きんいろモザイク Pretty Days
●劇場版

暗殺教室 365 日の時間

●劇場版 艦これ

●劇場版 マジェスティックプリンス 覚醒の遺伝子
●幸福のアリバイ～Picture～
●この世界の片隅に
●殺せんせーＱ クエスト！
●CYBORG009 CALL OF JUSTICE

第１章

●聖の青春
●疾風ロンド
●シネマハワイアンズ
●ジムノペディに乱れる
●続・深夜食堂
●ソーリーベイベー
●退屈な日々にさようならを
●タクシードライバー祗園太郎 THE MOVIE すべての葛野郎に捧ぐ
●種まく旅人～夢のつぎ木～
●追憶
●ハッピーウエディング
●密かな吐息
●PLAN6 CHANNEL9
●ぼくのおじさん
●ボクの妻と結婚してください。
●ホラーの天使
●ミュージアム
●レミニセンティア
●CYBORG009 CALL OF JUSTICE

第２章

●時代劇は死なず ちゃんばら美学考
●チェインクロニクル～ヘクセイタスの閃ひかり～

第１章

●ちょき
●TOKYO CITY GIRL －2016－
●ひかりをあててしぼる
●RANMARU 神の舌を持つ男 酒蔵若旦那怪死事件の影に潜むテキサス男とボヘミアン女
将、そして美人村医者を追い詰める謎のかごめかごめ老婆軍団と三賢者の村の呪いに２サ
スマニア with ミヤケンとゴッドタン、ベロンチョアドベンチャー！略して…蘭丸は二度死
ぬ。鬼灯デスロード編
●LEGACY TIME
■12 月（15 日公開まで）

●A.I.love you
●After 10 Years
●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
●CYBORG009 CALL OF JUSTICE
●スクラップスクラッパー
●天国はまだ遠い
●ドキュメンタリー 生まれ変わりの村
●変態だ
●モンスターストライク THE MOVIE
●闇金ドッグス４

第３章

