
2017 年キネマ旬報読者・KINENOTE 会員	

【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。2017 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 2016 年 12 月 16 日から 2017 年 12 月 31 日までの公開作品です。	

※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。前篇と後篇の公開が年をまたぐ場合は後篇公開年を選出対象年とします。	

	

	

■2016 年 12 月（16 日～）	

●アイ・イン・ザ・スカイ	 世界一安全な戦場	

●エルストリー1976	 新たなる希望が生まれた街	

●オアシス：スーパーソニック	

●血闘	

●こころに剣士を	

●最終兵器	 ムスダン	

●サクソン／ヘヴィ・メタル・サンダー	

●SAD	VACATION	 ラスト・デイズ・オブ・シド＆ナンシー	

●幸せなひとりぼっち	

●スタンドオフ	

●ストームブレイカーズ	 妖魔大戦	

●ストーンウォール	

●聖杯たちの騎士	

●TOMORROW	パーマネントライフを探して	

●ドント・ブリーズ	

●ニーゼと光のアトリエ	

●バーチャル・レボリューション	

●バイオハザード：ザ・ファイナル	

●ピートと秘密の友達	

●ヒトラーの忘れもの	

●フィッシュマンの涙	

●MILES	AHEAD／マイルス・デイヴィス	 空白の５年間	

●皆さま、ごきげんよう	

●ミラノ・スカラ座	 魅惑の神殿	

●ミルピエ～パリ・オペラ座に挑んだ男～	



●MERU／メルー	

●ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー	

●ワイルド	 わたしの中の獣	

	

	

■１月	

●I	AM	YOUR	FATHER／アイ・アム・ユア・ファーザー	

●アイヒマンを追え！	ナチスがもっとも畏れた男	

●愛を歌う花	

●アブノーマル・ウォッチャー	

●アラビアの女王	 愛と宿命の日々	

●アンダーワールド	 ブラッド・ウォーズ	

●インビテーション	

●ヴァイラル	

●エゴン・シーレ	 死と乙女	

●エリザのために	

●エンド・オブ・トンネル	

●キム・ソンダル	 大河を売った詐欺師たち	

●グースバンプス	モンスターと秘密の書	

●クラッシュ・ゾーン	

●GAME	WARRIORS	－エバーモアの戦い－	

●壊れた心	

●ザ・コンサルタント	

●ザ・シェフ	 悪魔のレシピ	

●ザ・スクワッド	

●静かなる叫び	

●The	NET	網に囚われた男	

●シーボーグ	

●疾風スプリンター	

●少女は悪魔を待ちわびて	

●ショコラ	～君がいて、僕がいる～	

●スケア・キャンペーン	

●スノーデン	

●セカンドマザー	

●０円キッチン	

●ゾンビ・サファリパーク	



●太陽の下で	 －真実の北朝鮮－	

●奴隷の島、消えた人々	

●ダークレイン	

●ダーティ・グランパ	

●ダウンヘル	

●タンジェリン	

●沈黙	－サイレンス－	

●天使にショパンの歌声を	

●特捜部Ｑ	Ｐからのメッセージ	

●ドクター・ストレンジ	

●トッド・ソロンズの子犬物語	

●ドラゴン×マッハ！	

●人魚姫	

●NERVE／ナーヴ	 世界で一番危険なゲーム	

●ネオン・デーモン	

●パーフェクトマン	完全犯罪	

●パシフィック・ウォー	

●パッセージ	牙剥く森	

●パリ、恋人たちの影	

●ヒトラー最後の代理人	

●FOUND	ファウンド	

●フライト・クルー	

●ブラインド・マッサージ	

●ブラック・ファイル	 野心の代償	

●PLANET	OF	THE	SHARKS	鮫の惑星	

●フリークス・シティ	

●ホームレス	 ニューヨークと寝た男	

●僕と世界の方程式	

●ホワイト・バレット	

●マギーズ・プラン	－幸せのあとしまつ－	

●マグニフィセント・セブン	

●マザーズ・デイ	

●真夜中のパリでヒャッハー！	

●ミューズ・アカデミー	

●未来を花束にして	

●持たざるものが全てを奪う／HACKER	



●レオナルド・ダ・ヴィンチ	美と知の迷宮	

●レジデント	

●ロスト・レジェンド	 失われた棺の謎	

●LOCK	DOWN	ロックダウン	

●ワイルド・シティ	

	

	

■２月	

●アイヒマンの後継者	 ミルグラム博士の恐るべき告発	

●A	FAT	WRECK：ア・ファット・レック	

●雨の日は会えない、晴れた日は君を想う	

●アンダーカバー	

●WE	GO	ON	-死霊の証明-	

●ウィーナー	懲りない男の選挙ウォーズ	

●海は燃えている～イタリア最南端の小さな島～	

●王様のためのホログラム	

●男と女（2016）	

●キックボクサー	リジェネレーション	

●グリーンルーム	

●クリミナル	２人の記憶を持つ男	

●クレイジー・ナイン	

●サクロモンテの丘～ロマの洞窟フラメンコ	

●ザ・モンスター	

●少女は悪魔を待ちわびて	

●素晴らしきかな、人生	

●スモーク・アンド・ミラーズ	1000 の顔を持つスパイ	

●世界でいちばんのイチゴミルクのつくり方	

●セル	

●たかが世界の終わり	

●デッド・フレンド・リクエスト	

●デンジャラス・ミッション	

●トゥー・ラビッツ	

●トリプルＸ：再起動	

●ナイスガイズ！	

●ニュートン・ナイト	自由の旗をかかげた男	

●ノックアウト	



●バイオレンス・マックス	

●バック・イン・タイム	

●バッドガイズ!!	

●バンクラッシュ	

●ハンティング・パーク	

●百日告別	

●ファスト・コンボイ	

●ペット	 檻の中の乙女	

●マリアンヌ	

●マン・ダウン	 戦士の約束	

●ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち	

●もっと猟奇的な彼女	

●ライク・ア・キラー	妻を殺したかった男	

●ラ・ラ・ランド	

●レッド・ダイヤモンド	

	

	

■３月	

●アウトサイダー	

●アサシン	クリード	

●アシュラ	

●インナー・ワーキング	

●インビジブル・ゲスト	悪魔の証明	

●WE	ARE	X	

●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	

●エクストーション	

●EXO	-エクソ-	

●お嬢さん	

●おとなの事情	

●逆行	

●キリング・ファミリー	 殺し合う一家	

●キングコング：髑髏島の巨神	

●クリミナル・プラン	完全なる強奪計画	

●クローズド・バル	街角の狙撃手と８人の標的	

●哭声／コクソン	

●サラエヴォの銃声	



●ザ・レイジ	果てしなき怒り	

●ジャッキー／ファーストレディ	最後の使命	

●白い闇の女	

●SING／シング	

●人類遺産	

●スイッチ・オフ	

●ストロングマン	

●すべての政府は嘘をつく	

●セキュリティ	

●タレンタイム～優しい歌	

●残されし大地	

●パッセンジャー	

●フレンチ・ラン	

●ヘッド・ショット	

●ホーンテッド・サイト	

●ボヤージュ・オブ・タイム	

●未来よ	こんにちは	

●ムーンライト	

●娘よ	

●モアナと伝説の海	

●モン・ロワ	 愛を巡るそれぞれの理由	

●楊貴妃	Lady	of	The	Dynasty	

●ヨーヨー・マと旅するシルクロード	

●汚れたミルク／あるセールスマンの告発	

●ラビング	 愛という名前のふたり	

●リメインダー	失われし記憶の破片	

●ロスト・エモーション	

●わたしは、ダニエル・ブレイク	

	

	

■４月	

●イップ・マン	継承	

●ウルボ～泣き虫ボクシング部～	

●映画	きかんしゃトーマス	 走れ！世界のなかまたち	

●エルミタージュ美術館	 美を守る宮殿	

●Caravan	to	the	Future	



●グレートウォール	

●ゴースト・イン・ザ・シェル	

●午後８時の訪問者	

●作家、本当の J.T.リロイ	

●サヨナラの伝え方	

●シチリアの恋	

●人生タクシー	

●スウィート 17 モンスター	

●草原の河	

●第３の愛	

●Ｔ２	トレインスポッティング	

●でんげい	 わたしたちの青春	

●トトとふたりの姉	

●Don't	Blink	ロバート・フランクの写した時代	

●パージ：大統領令	

●ハードコア	

●バーニング・オーシャン	

●バーフバリ	 伝説誕生	

●はじまりへの旅	

●パリが愛した写真家	 ロベール・ドアノー〈永遠の３秒〉	

●美女と野獣	

●フリー・ファイヤー	

●僕とカミンスキーの旅	

●ぼくと魔法の言葉たち	

●マイ	ビューティフル	ガーデン	

●メットガラ	ドレスをまとった美術館	

●LION／ライオン	～25 年目のただいま～	

●レゴ（R）バットマン	ザ・ムービー	

●ワイルド・スピード	ICE	BREAK	

●わすれな草	

	

	

■５月	

●赤毛のアン	

●あの日、兄貴が灯した光	

●アムール、愛の法廷	



●おじいちゃんはデブゴン	

●オペレーション・メコン	

●オリーブの樹は呼んでいる	

●ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:	リミックス	

●カフェ・ソサエティ	

●ジェーン・ドウの解剖	

●修羅の剣士	

●STOP	

●スプリット	

●潜入者	

●台北ストーリー	

●トンネル	闇に鎖とざされた男	

●ノー・エスケープ	自由への国境	

●パーソナル・ショッパー	

●バッド・バディ！	私とカレの暗殺デート	

●ハロルドとリリアン	ハリウッド・ラブストーリー	

●光をくれた人	

●Viva!	公務員	

●日々と雲行き	

●封神伝奇	－バトル・オブ・ゴッド－	

●マフィアは夏にしか殺やらない	

●マンチェスター・バイ・ザ・シー	

●皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ	

●メッセージ	

●夜に生きる	

	

	

■６月	

●アイム・ノット・シリアルキラー	

●ありがとう、トニ・エルドマン	

●ある決闘	セントヘレナの掟	

●いのちのはじまり：子育てが未来をつくる	

●ウィンター・ウォー	厳寒の攻防戦	オリジナル完全版	

●おとなの恋の測り方	

●怪物はささやく	

●きらめく拍手の音	



●キング・アーサー	

●コール・オブ・ヒーローズ／武勇伝	

●コールド・ウォー	香港警察	堕ちた正義	

●ゴールド／金塊の行方	

●ザ・ダンサー	

●残像	

●ジーサンズ	はじめての強盗	

●素敵な遺産相続	

●セールスマン	

●世界にひとつの金メダル	

●20 センチュリー・ウーマン	

●ドッグ・イート・ドッグ	

●ハーフネルソン	

●ハクソー・リッジ	

●パトリオット・デイ	

●フィフティ・シェイズ・ダーカー	

●ふたりの旅路	

●ブラッド・ファーザー	

●ボブ・ディラン／我が道は変る	～1961-1965	フォークの時代～	

●マダム・ベー	ある脱北ブローカーの告白	

●マローダーズ／襲撃者	

●約束の地、メンフィス	～テイク・ミー・トゥー・ザ・リバー～	

●ラスト・プリンセス	－大韓帝国最後の皇女－	

●ラプチャー	－破裂－	

●リベンジ・リスト	

●レイルロード・タイガー	

●LOGAN／ローガン	

●ローマ法王になる日まで	

	

	

■７月	

●あの人に逢えるまで	

●甘き人生	

●アメリカン・バーニング	

●ウィッチ	

●カーズ／クロスロード	



●怪盗グルーのミニオン大脱走	

●君はひとりじゃない	

●ケイト・プレイズ・クリスティーン	

●コンビニ・ウォーズ～バイト JK	VS	ミニナチ軍団～	

●殺戮にいたる山岳	

●裁き	

●ザ・マミー／呪われた砂漠の王女	

●さよなら、ぼくのモンスター	

●しあわせな人生の選択	

●地獄愛	

●静かなる情熱	エミリ・ディキンスン	

●十年	

●ジョン・ウィック：チャプター2	

●すばらしき映画音楽たち	

●善惡の刃	

●空と風と星の詩人～尹東柱（ユン・ドンジュ）の生涯～	

●ダイ・ビューティフル	

●ダンサー、セルゲイ・ポルーニン	世界一優雅な野獣	

●ディストピア	パンドラの少女	

●デ・パルマ	

●天使の入江	

●特別捜査	ある死刑囚の慟哭	

●ハートストーン	

●バイバイマン	

●パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊	

●バッカス・レディ	

●パリ・オペラ座	夢を継ぐ者たち	

●春の夢	

●パワーレンジャー	

●犯人は生首に訊け	

●ヒトラーへの 285 枚の葉書	

●ビニー／信じる男	

●ファウンダー	ハンバーガー帝国のヒミツ	

●ブランカとギター弾き	

●ブレンダンとケルズの秘密	

●ボンジュール、アン	



●ボン・ボヤージュ～家族旅行は大暴走～	

●マイ・ライフ・ディレクテッド・バイ・ニコラス・ウィンディング・レフン	

●めだまろん／ザ・レジデンツ・ムービー	

●歓びのトスカーナ	

●ライフ	

●リヴォルト	

●LES	3	BOUTONS（３つのボタン）	

●LOU	

●ローサは密告された	

●ワン・デイ	悲しみが消えるまで	

	

	

■８月	

●いつも心はジャイアント	

●海の彼方	

●エブリシング	

●エル	ELLE	

●オラファー・エリアソン	視覚と知覚	

●俺たちポップスター	

●海底 47m	

●隠された時間	

●きっと、いい日が待っている	

●ギフト	 僕がきみに残せるもの	

●キングス・オブ・サマー	

●グレムリン 2017～異種誕生～	

●コスタリカの奇跡～積極的平和国家のつくり方～	

●スターシップ９	

●スパイダーマン：ホームカミング	

●少女ファニーと運命の旅	

●草原に黄色い花を見つける	

●ZOMBEE	～最凶ゾンビ蜂	襲来～	

●ダイバージェント	FINAL	

●トランスフォーマー／最後の騎士王	

●ドルフ・ラングレン	 ゾンビ・ハンター	

●日曜日の散歩者	－わすれられた台湾詩人たち－	

●ハイジ	 アルプスの物語	



●ハイドリヒを撃て！「ナチの野獣」暗殺作戦	

●パターソン	

●パッション・フラメンコ	

●フェリシーと夢のトウシューズ	

●ベイビー・ドライバー	

●ボブという名の猫	 幸せのハイタッチ	

●夜明けの祈り	

●LUCK-KEY／ラッキー	

●リベリアの白い血	

●ロスト・イン・パリ	

●ワンダーウーマン	

	

	

■９月	

●あさがくるまえに	

●あしたは最高のはじまり	

●アフターマス	

●アメイジング・ジャーニー	神の小屋より	

●ヴェンジェンス	

●エイリアン：コヴェナント	

●エタニティ	永遠の花たちへ	

●男が帰ってきた	

●オペレーションクロマイト	

●オン・ザ・ミルキー・ロード	

●ギミー・デンジャー	

●50 年後のボクたちは	

●サーミの血	

●西遊記２～妖怪の逆襲～	

●ザ・ウォール	

●シット・アンド・ウォッチ	

●ジュリーと恋と靴工場	

●新感染	ファイナル・エクスプレス	

●スイス・アーミー・マン	

●スキップ・トレース	

●スクランブル	

●スティールパンの惑星	



●セザンヌと過ごした時間	

●ソウル・ステーション／パンデミック	

●DARK	STAR／H・R・ギーガーの世界	

●旅する写真家	レイモン・ドゥパルドンの愛したフランス	

●ダンケルク	

●チェイサー	

●ドリーム	

●ナインイレヴン	運命を分けた日	

●ハットンガーデン・ジョブ	

●ブラッド・スローン	

●プラネタリウム	

●ブルーム・オブ・イエスタディ	

●僕のワンダフル・ライフ	

●ポルト	

●マイ・ヒーロー	

●汚れたダイヤモンド	

●ラスト・クライム	 華麗なる復讐	

●レゴ（R）ニンジャゴー	ザ・ムービー	

●レジェンダリー	

●わたしたち	

●笑う故郷	

	

	

■１０月	

●RWBY	Volume	4	

●アイリーン・グレイ	 孤高のデザイナー	

●愛を綴る女	

●アトミック・ブロンド	

●あなた、そこにいてくれますか	

●アナベル	 死霊人形の誕生	

●暗黒街	

●アンダー・ハー・マウス	

●キラー・セッション	

●ゲット・アウト	

●ゴッド・セイブ・アス	マドリード連続老女強姦殺人事件	

●婚約者の友人	



●殺意の誓約	

●猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）	

●静かなふたり	

●スマーフ	 スマーフェットと秘密の大冒険	

●セブン・シスターズ	

●ソニータ	

●立ち去った女	

●問いかける焦土	

●ネリー・アルカン	 愛と孤独の淵で	

●はじまりの街	

●バッド・ウェイヴ	

●離れて、離さないで	

●バリー・シール／アメリカをはめた男	

●ブレードランナー2049	

●ボクの悪魔	

●星空	

●ポリーナ、私を踊る	

●ミスター・ガガ	 心と身体を解き放つダンス	

●女神の見えざる手	

●リュミエール！	

●ル・コルビュジエとアイリーン	追憶のヴィラ	

●ロキシー	

●我は神なり	

	

	

■１１月	

●悪魔祓い、聖なる儀式	

●IT／イット	 “それ”が見えたら、終わり。	

●ウェズリー・スナイプス	 コンタクト	

●永遠のジャンゴ	

●エンドレス・ポエトリー	

●gifted／ギフテッド	

●グザヴィエ・ドラン	バウンド・トゥ・インポッシブル	

●グッド・タイム	

●KUBO／クボ	 二本の弦の秘密	

●ゴースト・ブライド	



●KOKORO	

●ゴッホ	 最期の手紙	

●ザ・サークル	

●J：ビヨンド・フラメンコ	

●ジグソウ：ソウ・レガシー	

●ジャスティス・リーグ	

●写真家ミック・ロック	 ロック・レジェンドの創造主(仮題)	

●シンクロナイズドモンスター	

●人生はシネマティック！	

●セントラル・インテリジェンス	

●ドクター・エクソシスト	

●猫が教えてくれたこと	

●ネルーダ	 大いなる愛の逃亡者	

●ノクターナル・アニマルズ	

●不都合な真実２：放置された地球	

●マイティ・ソー	バトルロイヤル	

●MASTER	マスター	

●まともな男	

●密偵	

●ローガン・ラッキー	

●ロダン	 カミーユと永遠のアトリエ	

	

	

■１２月	

●アランフエスの麗しき日々	

●ありふれた悪事	

●エスケイプ・フロム・イラク	

●エンドレス	 繰り返される悪夢	

●オール・アイズ・オン・ミー	

●オリエント急行殺人事件	

●オレの獲物はビンラディン	

●女の一生	

●彼女が目覚めるその日まで	

●カンフー・ヨガ	

●希望のかなた	

●Guest	House	



●52Hz のラヴソング	

●新世紀、パリ・オペラ座	

●スーサイド・ライブ	

●スター・ウォーズ／最後のジェダイ	

●ダンシング・ベートーヴェン	

●謎の天才画家	 ヒエロニムス・ボス	

●パーティで女の子に話しかけるには	

●バーフバリ	 王の凱旋	

●はじまりの＊ボーイミーツガール	

●否定と肯定	

●ヒトラーに屈しなかった国王	

●フォロイング	

●フラットライナーズ	

●プラハのモーツァルト	 誘惑のマスカレード	

●マノロ・ブラニク	 トカゲに靴を作った少年	

●ムーミン谷とウィンターワンダーランド	

●モンスター・プロジェクト	

●YARN	人生を彩る糸	

●ユダヤ人を救った動物園～アントニーナが愛した命～	

●ラ・ベア	 マッチョに恋して	

●ルージュの手紙	

●レッツ・プレイ・トゥー	

●私が殺したリー・モーガン～ジャズ史に刻まれた一夜の悲劇の真実	

●わたしは、幸福（フェリシテ）	

	

	

	


