
２０１７年キネマ旬報読者・KINENOTE 会員	

【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。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～）	

●イノセント 15	

●うさぎ追いし	 山極勝三郎物語	

●風に濡れた女	

●14 の夜	

●スナックワールド	 人嫌いのレニー	

●ねぼけ	

●はるねこ	

●ぼくは明日、昨日のきみとデートする	

●ポッピンＱ	

●映画	妖怪ウォッチ	空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！	

●好きになるその瞬間を。告白実行委員会	

●高江－森が泣いている２	

●「甲鉄城のカバネリ」総集編	 前編	集う光／後編	燃える命	

●女流棋士の春	

●太陽を掴め	

●天秤をゆらす。	

●土竜の唄	 香港狂想曲	

	

	

■１月	

●アンチポルノ	

●イタズラな Kiss	THE	MOVIE	2～キャンパス編～	

●うそのせかいのはなし	

●GARAGE	ROCKIN'	CRAZE	

●キセキ	－あの日のソビト－	



●恋妻家宮本	

●ゴッサム	ジャンブル	パフェ	

●ごはん	

●ゾウを撫でる	

●ダムドガールズキャバレークラブ	

●トマトのしずく	

●なりゆきな魂、	

●ファーストアルバム	

●愛 MY～タカラモノと話せるようになった女の子の話～	

●傷物語〈III	冷血篇〉	

●劇場版	 新・ミナミの帝王	

●劇場版	 動物戦隊ジュウオウジャーVS ニンニンジャー	 未来からのメッセ

ージ	from	スーパー戦隊	

●劇場版	BiS 誕生の詩	

●黒執事	Book	of	the	Atlantic	

●鼓動×∞	

●最高の仕打ち	

●新宿スワン II	

●人生フルーツ	

●人狼ゲーム	ラヴァーズ	

●島々清しゃ(しまじまかいしゃ)	

●東京ウィンドオーケストラ	

●破門	ふたりのヤクビョーガミ	

●Please	Please	Please	

●Bros.マックスマン	

●変魚路	

●僕らのごはんは明日で待ってる	

●本能寺ホテル	

●惑う～After	the	Rain～	

●牝猫たち	

●闇金ドッグス５	

	

	

■２月	

●相棒－劇場版 IV－首都クライシス	人質は 50 万人！特命係	 最後の決断	

●青鬼	THE	ANIMATION	



●抗い	 記録作家	林えいだい	

●息の跡	

●一週間フレンズ。	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち／第一章	 嚆矢篇	

●かけはし	

●彼らが本気で編むときは、	

●傷だらけの悪魔	

●君と 100 回目の恋	

●虐殺器官	

●きょうのキラ君	

●愚行録	

●熊野から	ロマネスク	

●劇場版	 総集編	オーバーロード	不死者の王	

●劇場版	 ソードアート・オンライン－オーディナル・スケール－	

●劇場版トリニティセブン－悠久図書館と錬金術少女－	

●劇場版	列車大行進	～日本を駆ける列車たち～	

●くも漫。	

●こんぷれっくす×コンプレックス	

●咲	-Saki-	

●サバイバルファミリー	

●SYNCHRONIZER	

●スプリング、ハズ、カム	

●デジモンアドベンチャー	tri.	第 4 章「喪失」	

●天使のいる図書館	

●波のした、土のうえ	

●日本と再生	光と風のギガワット作戦	

●母	小林多喜二の母の物語	

●バンコクナイツ	

●WHO	KiLLED	IDOL?	-SiS 消滅の詩-	

●普通じゃない職業	

●ホワイトリリー	

●MY	FIRST	STORY	DOCUMENTARY	FILM	－全心－	

●真白の恋	

●ママ、ごはんまだ？	

●みうらじゅん＆いとうせいこう	20th	anniversary 映画	 ザ・スライドショ

ーがやって来る！「レジェンド仲良し」の秘密	



●夢の続きをもう一度	

●LIVE	FOR	TODAY－天龍源一郎－	

●LUPIN	THE	ⅢRD	血煙の石川五ェ門	

●恋愛奇譚集	

	

	

■３月	

●…and	LOVE	

●アタシラ。	

●アナザサイド	サロメの娘	remix	

●あるアトリエの 100 年	

●映画	プリキュアドリームスターズ！	

●映画ドラえもん	のび太の南極カチコチ大冒険	

●oasis	FUJI	ROCK	FESTIVAL'09	

●仮面ライダー×スーパー戦隊	 超スーパーヒーロー大戦	

●ぐちゃぐちゃ	

●グッバイエレジー	

●劇場版	ウルトラマンオーブ	 絆の力、おかりします！	

●劇場版	黒子のバスケ	LAST	GAME	

●劇場版	しまじろうのわお！	しまじろうと	 にじのオアシス	

●劇場版総集編	オーバーロード	漆黒の英雄	

●劇場版	プリパラ	 み～んなでかがやけ！キラリン☆スターライブ！	

●コスメティックウォーズ	

●サクラダリセット	前篇／後篇	

●３月のライオン	前編／後編	

●SENIOR	MAN	

●しゃぼん玉	

●ジョニーの休日	

●白Ｔ	

●新地町の漁師たち	

●スレイブメン	

●世界でいちばん美しい村	

●戦場へ、インターン	

●探偵は、今夜も憂鬱な夢を見る。	

●チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～	

●東京ボーイズコレクション～エピソード 1～	



●流山三銃士	

●話す犬を、放す	

●ハルチカ	

●パンクしそうだ	

●Pと JK	

●標的の島	 風（かじ）かたか	

●ひるなかの流星	

●ひるね姫	～知らないワタシの物語～	

●まなぶ	 通信制中学	 60 年の空白を越えて	

●まんが島	

●よしもと新喜劇映画	 商店街戦争	-SUCHICO-	

●結城友奈は勇者である－鷲尾須美の章－〈第１章〉「ともだち」	

●雪女	

	

	

■４月	

●暗黒女子	

●映画かみさまみならい	 ヒミツのここたま	 奇跡をおこせ♪テップルとドキ

ドキここたま界	

●映画クレヨンしんちゃん	襲来!!	宇宙人シリリ	

●映画たまごっち	 ヒミツのおとどけ大作戦！	

●堕ちる	

●劇場版	Free!-Timeless	Medley-	絆	

●恋とさよならとハワイ	

●春夏秋冬物語	

●そうして私たちはプールに金魚を、	

●ターシャ・テューダー	 静かな水の物語	

●大河巡る	 ～生まれ変わっても忘れない～	

●食べられる男	

●たゆたう	

●ちかくてとおい	

●「知事抹殺」の真実	

●帝一の國	

●特攻志願	

●ねこあつめの家	

●PARKS	パークス	



●はらはらなのか。	

●光と禿	

●ブルーハーツが聴こえる	

●ベラルーシ再訪 2017	

●マスタード・チョコレート	

●MATSUMOTO	TRIBE	

●まるでいつもの夜みたいに～高田渡	東京ラストライブ	

●無限の住人	

●名探偵コナン	 から紅の恋歌（ラブレター）	

●闇金リアルゲーム	

●結城友奈は勇者である－鷲尾須美の章－〈第２章〉「たましい」	

●夜は短し歩けよ乙女	

●リトル京太の冒険	

●ReLIFE	リライフ	

●ろくでなし	

●笑う招き猫	

	

	

■５月	

●いぬむこいり	

●ヴァンパイア	ナイト	

●美しい星	

●映画	夜空はいつでも最高密度の青色だ	

●想影（おもかげ）	

●家族はつらいよ２	

●鎌倉アカデミア	青の時代	ある自由大学の記録	

●空（カラ）の味	

●キミサラズ	

●君のまなざし	

●劇場版 FAIRY	TAIL	-DRAGON	CRY-	

●SHIDAMYOJIN	

●聖ゾンビ女学院	

●空と海のあいだ	

●たたら侍	

●チャットゾーン	

●ちょっと今から仕事やめてくる	



●追憶	

●TOKYO デシベル	

●トモシビ	銚子電鉄 6.4km の軌跡	

●猫忍	

●バイオハザード:	ヴェンデッタ	

●破裏拳ポリマー	

●光（河瀨直美監督）	

●ピーチガール	

●ブレイブウィッチーズ	ペテルブルグ大戦略	

●BLAME!	

●ポエトリーエンジェル	

●ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。	

●八重子のハミング	

●夜明け告げるルーのうた	

●ラストコップ	THE	MOVIE	

●ろんぐ・ぐっどばい～探偵	古井栗之助～	

	

	

■６月	

●兄に愛されすぎて困ってます	

●イイネ！イイネ！イイネ！	

●生きとし生けるもの	

●いつまた、君と～何日君再来～	

●海辺のリア	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち	第二章	発進篇	

●映画	山田孝之 3Ｄ	

●ガールズ・イン・トラブル	スペース・スクワッド	EPISODE	ZERO	

●教科書にないッ！３	

●教科書にないッ！４	

●劇場版「KING	OF	PRISM	－PRIDE	the	HERO－」	

●劇場版	屍囚獄	起ノ篇／結ノ篇	

●劇場版	魔法科高校の劣等生	星を呼ぶ少女	

●結婚	

●心に吹く風	

●こどもつかい	

●ザ・ムービー「私の頭の中のパクドル」	



●女流闘牌伝～aki～アキ	

●スペース・スクワッド	ギャバン VS デカレンジャー	

●TAP-THE	LAST	SHOW-	

●ダブルミンツ	

●トモダチゲーム	 劇場版	

●22 年目の告白－私が殺人犯です－	

●ハイヒール	こだわりが生んだおとぎ話	

●BUCK－TICK～CLIMAX	TOGETHER～ONSCREEN	1992－2016	

●花戦さ	

●パパのお弁当は世界一	

●光と血	

●ひだまりが聴こえる	

●昼顔	

●便利屋エレジー	

●ぼくらの亡命	

●武曲	MUKOKU	

●めがみさま	

●メサイア外伝	極夜	Polar	night	

●吉田類の「今宵、ほろ酔い酒場で」	

●よろずや探偵談	

●ラオス	竜の奇跡	

●笑う 101 歳×２	笹本恒子	むのたけじ	

	

	

■７月	

●アリーキャット	

●いぬごやのぼうけん	

●海辺の生と死	

●お江戸のキャンディー２	 ロワゾー・ドゥ・パラディ（天国の鳥）篇	

●帰ってきたバスジャック	

●彼女の人生は間違いじゃない	

●身体を売ったらサヨウナラ	

●ギ・あいうえおス	 他山の石を以って己の玉を磨くべし	

●きおく	きろく	いま	

●君の膵臓をたべたい	

●逆光の頃	



●狂覗（きょうし）	

●銀魂	

●くらわんか！	～天の川に夢を乗せて～	

●クロス	

●ケアニン～あなたでよかった～	

●劇場版	お前はまだグンマを知らない	

●劇場版	生徒会役員共	

●劇場版 Free!-Timeless	Medley-	約束	

●劇場版ポケットモンスター	 キミにきめた！	

●獣道	

●心が叫びたがってるんだ。	

●JK ニンジャガールズ	

●忍びの国	

●人狼ゲーム	マッドランド	

●世界は今日から君のもの	

●それいけ！アンパンマン	ブルブルの宝探し大冒険！	

●台湾萬歳	

●東京喰種	 トーキョーグール	

●尊く厳かな死	

●トータスの旅	

●時時巡りエブリデイ	

●夏の娘たち～ひめごと～	

●ノーゲーム・ノーライフ	ゼロ	

●花に嵐	

●ハローグッバイ	

●魔法少女リリカルなのは	Reflection	

●丸	

●密使と番人	

●メアリと魔女の花	

●結城友奈は勇者である－鷲尾須美の章－〈第３章〉「やくそく」	

	

	

■８月	

●阿修羅少女	～BLOOD－C	異聞～	

●米軍（アメリカ）が最も恐れた男	 その名は、カメジロー	

●打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？	



●宇宙戦隊キュウレンジャー	THE	MOVIE	ゲース・インダベーの逆襲	

●映画くまのがっこう	パティシエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ	

●映画ふうせんいぬティニー	なんだかふしぎなきょうりゅうのくに！	

●干支	１/３	

●幼な子われらに生まれ	

●怪談新耳袋Ｇメン	復活編	

●怪物学抄	

●関西ジャニーズ Jr.のお笑いスター誕生！	

●きみの声をとどけたい	

●劇場版	仮面ライダーエグゼイド	トゥルー・エンディング	

●劇場版「Fate/kaleid	liner	プリズマ☆イリヤ雪下の誓い」	

●古事記	日向篇	

●蠱毒	ミートボールマシン	

●此の岸のこと	

●サティの「パラード」	

●ジョジョの奇妙な冒険	ダイヤモンドは砕けない	第一章	

●鐘声色彩幻想	

●STAR	SAND	星砂物語	

●関ヶ原	

●血を吸う粘土	

●チャルカ	～未来を紡ぐ糸車～	

●「超」怖い話２	

●月子	

●鶴下絵和歌巻	

●HiGH&LOW	THE	MOVIE	2／END	OF	SKY	

●春なれや	

●five	fire	fish	

●MOTHER	FUCKER	

●水の夢	

●美男高校地球防衛部 LOVE!	LOVE!	LOVE!	

●闇金ドッグス６	

●RE:BORN	リボーン	

●隣人のゆくえ－あの夏の歌声－	

●もうろうをいきる	

●わさび	

	



	

■９月	

●あさひなぐ	

●亜人	

●ヴィヴィアン武装ジェット	

●渦	UZU	

●AMY	SAID	エイミー・セッド	

●おクジラさま	ふたつの正義の物語	

●奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール	

●機動戦士ガンダム	THE	ORIGIN	激突	ルウム会戦	

●劇場版	響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ～	

●劇場版	 其ノ灯、暮ラシ	

●交響詩篇エウレカセブン	ハイエボリューション 1	

●ゴーストロード	

●さよならも出来ない	

●三度目の殺人	

●散歩する侵略者	

●三里塚のイカロス	

●セブンティーン、北杜	夏	

●禅と骨	

●脱脱脱脱 17	

●茅ヶ崎物語	～MY	LITTLE	HOMETOWN～	

●デジモンアドベンチャー	tri.	第５章「共生」	

●点	

●トモダチゲーム	劇場版 FINAL	

●トリガール！	

●七日	

●ナミヤ雑貨店の奇蹟	

●二度めの夏、二度と会えない君	

●仁光の受難	

●人情噺の福団治	

●パーフェクト・レボリューション	

●HER	MOTHER	娘を殺した死刑囚との対話	

●ハイキュー!!	コンセプトの戦い	

●ハイキュー!!	才能とセンス	

●ひいくんのあるく町	



●ひかりのたび	

●プールサイドマン	

●望郷	

●星降る夜のペット	

●ミスムーンライト	

●三つの光	

●桃とキジ	

●夜間もやってる保育園	

●闇金ドッグス７	

●ユリゴコロ	

●LOCO	DD	日本全国どこでもアイドル	

	

	

■１０月	

●あゝ、荒野	前篇／後篇	

●アウトレイジ	最終章	

●過ちスクランブル	

●アヤメくんののんびり肉食日誌	

●鉱	 ARAGANE	

●石と歌とぺタ	

●いただきます～みそをつくる子どもたち	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち／第三章	 純愛篇	

●映画キラキラ☆プリキュアアラモード	 パリッと！想い出のミルフィーユ！	

●エルネスト	

●女になる	

●彼女がその名を知らない鳥たち	

●くぴぽ	SOS!	

●狂い華	

●劇場版	岩合光昭の世界ネコ歩き	コトラ家族と世界のいいコたち	

●劇場版「Fate/stay	night［Heaven's	Feel］I.	presage	flower」	

●恋と嘘	

●コードギアス	 反逆のルルーシュⅠ	興道	

●斉木楠雄のΨ難	

●先生！、、、好きになってもいいですか？	

●THE	LIMIT	OF	SLEEPING	BEAUTY	リミット・オブ・スリーピング	ビューティ	

●下北沢で生きる	SHIMOKITA	2003	to	2017	改訂版	



●月と雷	

●地の塩	 山室軍平	

●DC スーパーヒーローズ	vs	鷹の爪団	

●特別版	Free!-Take	Your	Marks-	

●74 歳のペリカンはパンを売る。	

●ナラタージュ	

●ニコトコ島	

●パンパカパンツまつり	－プリン	あら、ど～も－	

●被ばく牛と生きる	

●Petit☆	ドリームスターズ！レッツ・ラ・クッキン？ショータイム！	

●ポンチョに夜明けの風はらませて	

●ミックス。	

●Music	Of	My	Life	

●ヤマノススメ	おもいでプレゼント	

●弱虫ペダル	Re:GENERATION	

●リンキング・ラブ	

●リングサイド・ストーリー	

●レミングスの夏	

●ワレワレハワラワレタイ	ウケたら、うれしい。それだけや。	

	

	

■１１月	

●イタズラな Kiss	THE	MOVIE3～プロポーズ編～	

●一礼して、キス	

●愛しのノラ	 幸せのめぐり逢い	

●We	Love	Television?	

●映画かいけつゾロリ	ZZ（ダブルゼット）のひみつ	

●エキストランド	

●おじいちゃん、死んじゃったって。	

●オトトキ	

●南瓜とマヨネーズ	

●キセキの葉書	

●機動戦士ガンダム	Twilight	AXIS	赤き残影	

●機動戦士ガンダム	 サンダーボルト	BANDIT	FLOWER	

●君がいて完成するパズル	

●君の笑顔に会いたくて	



●CAGE	

●ゲームマスター	

●こいのわ	婚活クルージング	

●GODZILLA	怪獣惑星	

●ご注文はうさぎですか??	～Dear	My	Sister～	

●最低。	

●シネマ狂想曲～名古屋映画館革命～	

●写真甲子園	0.5 秒の夏	

●全員死刑	

●そろそろ音楽をやめようと思う	

●Dance	with	Devils	-Fortuna-	

●小さな橋で	

●Dear	Girl～Stories～THE	MOVIE3	the	UnitedKingdom	of	KOCHI	 六人の龍馬

編	

●泥棒役者	

●ナグラチームが解散する日	

●HiGH&LOW	THE	MOVIE	3／FINAL	MISSION	

●光（大森立嗣監督）	

●火花	

●福島	 生きものの記録	 シリーズ５～追跡～	

●覆面系ノイズ	

●氷菓	

●フルメタル・パニック！	 ディレクターズカット	 第１部：「ボーイ・ミーツ・

ガール」編	

●BRAVE	STORM	ブレイブストーム	

●ボーダーライン	

●ムーンライト下落合	

●やさしくなあに～奈緒ちゃんと家族の 35 年～	

●ゆらり	

●予兆	 散歩する侵略者	 劇場版	

●ラストレシピ	～麒麟の舌の記憶～	

●ラモツォの亡命ノート	

●Ryuichi	Sakamoto:	CODA	

	

	

■１２月	



●紅い襷～富岡製糸場物語～	

●あしたはどっちだ、寺山修司	

●インフォ・メン	 獣の笑み、ゲスの涙	

●映画	妖怪ウォッチ	シャドウサイド	鬼王の復活	

●ALL	YOU	NEED	is	PUNK	and	LOVE	

●ガールズ＆パンツァー	 最終章	 第１話	

●勝手にふるえてろ	

●仮面ライダー平成ジェネレーションズ	FINAL	 ビルド＆エグゼイド	with	レ

ジェンドライダー	

●恋とボルバキア	

●COCOLORS	

●小ぬか雨	

●Thunderbolt	Fantasy	生死一劍	

●過ぎて行け、延滞 10 代	

●青春夜話	Amazing	Place	

●世界を変えなかった不確かな罪	

●探偵は BAR にいる３	

●沈黙	立ち上がる慰安婦	

●DESTINY	鎌倉ものがたり	

●デメキン	

●「刀剣乱舞-花丸-」～幕間回想録～	

●トリノコシティ	

●曇天に笑う〈外伝〉～決別、犲の誓い～	

●なっちゃんはまだ新宿	

●逃げた魚はおよいでる。	

●二十六夜待ち	

●ニッポンの教育	 挑む	 第二部	

●鋼の錬金術師	

●８年越しの花嫁	奇跡の実話	

●花筐／HANAGATAMI	

●ビジランテ	

●吹く風は秋	

●ブルー・バタフライ	

●ヘドローバ	

●MR.LONG/ミスター・ロン	

●未成年だけどコドモじゃない	



●やがて水に歸る	

●リベンジ girl	

●龍の歯医者	 特別版	


