
2018 年	キネマ旬報読者選出	

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。2018 年の全封切作品を掲載

したものではありません。	

■投票に関しての詳細は、『キネマ旬報 12 月下旬号』（12 月 5 日発売）の応募要項をご覧くだ

さい。	

※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。	

	

	

外国映画	

	

■１月	

●アリバイ・ドット・コム	

●アンダー・ザ・ウォーター	

●アンダードッグ	 二人の男	

●アンテッド刑事	 野獣捜査線	

●ORISIS／オリシス	

●ガーディアンズ	

●監獄の首領	

●カンフートラベラー	 南拳	

●寄生侵略	 PARASITEWAR	

●キリング・グラウンド	

●キングスマン：ゴールデン・サークル	

●クイーン	 旅立つわたしのハネムーン	

●黒い箱のアリス	

●消された女	

●ゲット・アライブ	

●恋する都市	 5 つの物語	

●ゴーギャン	 タヒチ、楽園への旅	

●5パーセントの奇跡	 ～嘘から始まる素敵な人生～	

●ザ・ヴォイド	

●ザ・バトル	ネイビーシールズ	VS ミュータント	

●ザ・リング／リバース	

●西遊記	 ヒーロー・イズ・バック	

●殺人者の記憶法	



●サファリ	

●サリュート７	

●シークレット・デイ	

●ジオストーム	

●68 キル	

●ジャコメッティ	 最後の肖像	

●ジャッカルズ	

●ジャングル	 ギンズバーグ 19 日間の軌跡	

●ジュピターズ・ムーン	

●ショートウェーブ	

●スウィート・ヘル	

●スキン・コレクター	

●Z	 Inc.	ゼット・インク	

●戦狼／ウルフ・オブ・ウォー	

●ZEN	FOR	NOTHING	 ～何でもない禅～	

●操作された都市	

●ダークタワー	

●ダブル・フェイス	

●デヴィッド・リンチ：アートライフ	

●溺殺魔	 セバスチャン・ドナー	

●デトロイト	

●トラジディ・ガールズ	

●ドリス・ヴァン・ノッテン	 ファブリックと花を愛する男	

●ドント・イット	

●ニューヨーク、愛を殺して	

●ネイビーシールズ	ナチスの金塊を奪還せよ！	

●はじめてのおもてなし	

●パディントン 2	

●ファースト・キル	

●ブリムストーン	

●ベロニカとの記憶	

●ホステージ	

●ミッシング・チャイルド	 ～呪いの十字架～	

●ミッドナイト・スネーク	 絡み合う毒牙	

●目撃者	闇の中の瞳	

●ライオンは今夜死ぬ	



●（ｒ）adius	ラディウス	

●リベンジャー	 処刑人	

●ルイの 9番目の人生	

●レディ・ガイ	

●ロスト・シティＺ	 失われた黄金都市	

●ロング，ロングバケーション	

●ワンライン／５人の詐欺師たち	

	

■２月	

●アイアン・スクワッド／甲鉄戦線	

●アウトサイダーズ	

●悪女／AKUJO	

●悪魔の奴隷	

●悪霊館～ダークネス・ライジング～	

●あなたの旅立ち、綴ります	

●アニマルズ	 愛のケダモノ	

●アバウト・レイ	 16 歳の決断	

●ウイスキーと２人の花嫁	

●Venegence	報復者	

●ウォーキング・ウィズ・エネミー	

●エターナル	

●絵文字の国のジーン	

●切り裂き魔ゴーレム	

●グレイテスト・ショーマン	

●悟空伝	

●コンフィデンシャル／共助	

●ザ・シークレットマン	

●The	Beguiled/ビガイルド	 欲望のめざめ	

●THE	PROMISE／君への誓い	

●ザ・ボルト	

●ザ・メイヤー	 特別市民	

●修羅：黒衣の反逆	

●触手	

●スターシップ・トゥルーパーズ	 レッドプラネット	

●スリー・ビルボード	

●スリープレス・ナイト	



●７wish/セブン・ウィッシュ	

●セリーナ	 炎の女	

●ゾンビ・レックス	 ～殺人ゾンビ恐竜	誕生～	

●タイム・トラップ	

●長江	愛の詩	

●ナチュラルウーマン	

●苦い銭	

●バース・オブ・ザ・ドラゴン	

●VIKING	バイキング	 誇り高き戦士たち	

●花咲くころ	

●ビッグ・シック	 ぼくたちの大いなる目ざめ	

●ビヨンド・ザ・ロウ	

●フューリアス	 双剣の戦士	

●ブラインド・スポット	 隠蔽捜査	

●ブロークン・ダークネス	

●ぼくの名前はズッキーニ	

●マンハント	

●メイズ	 大脱走	

●メロホリック～恋のプロローグ～	

●ゆれる人魚	

●RAW～少女のめざめ～	

●リセット	 決死のカウントダウン	

●レジェンド・オブ・パール	 ナーガの真珠	

●RENDEL	 レンデル	

●ローズの秘密の頁	

●ロープ／戦場の生命線	

	

■３月	

●アクト・オブ・バイオレンス	

●ヴァレリアン	千の惑星の救世主	

●ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男	

●馬を放つ	

●彼の見つめる先に	

●グレート・アドベンチャー	

●恋するシェフの最強レシピ	

●ゴッド・オブ・ウォー	



●ザ・キング	

●しあわせの絵の具	 愛を描く人	モード・ルイス	

●シェイプ・オブ・ウォーター	

●15 時 17 分、パリ行き	

●修道士は沈黙する	

●聖なる鹿殺し	 キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア	

●大英博物館プレゼンツ	北斎	

●ダウンサイズ	

●デイヴィッドとギリアン	 響きあうふたり	

●トゥームレイダー	 ファースト・ミッション	

●トレイン・ミッション	

●ハッピーエンド	

●BPM	ビート・パー・ミニット	

●ヒューマン・ハンター	

●フェリーニに恋して	

●ブラックパンサー	

●ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書	

●ボス・ベイビー	

●ミッション：アンダーカバー	

●ミッドナイト・ランナー	

●モーターラッド	

●ラッキー	

●リメンバー・ミー	

●レッド・スパロー	

	

■４月	

●アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー	

●アメリカン・ヴァルハラ	

●アンロック／陰謀のコード	

●映画きかんしゃトーマス	 とびだせ！友情の大冒険	

●女は二度決断する	

●カーキ色の記憶	

●君の名前で僕を呼んで	

●きみへの距離、１万キロ	

●グッバイ・シングル	

●心と体と	



●ザ・スクエア	思いやりの聖域	

●さすらいのレコード・コレクター	 ～10 セントの宝物	

●さよなら、僕のマンハッタン	

●ジェイン・ジェイコブズ：ニューヨーク都市計画革命	

●シューマンズ	バー	ブック	

●ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル	

●スーパーシチズン	超級大国民	

●スマート・チェイス	

●タクシー運転手	～約束は海を越えて～	

●ダンガル	 きっと、つよくなる	

●パシフィック・リム：アップライジング	

●パティ・ケイク＄	

●犯罪都市	

●ベルリン・シンドローム	

●マルクス・エンゲルス	

●ラッカは静かに虐殺されている	

●ラブレス	

●リアル	

●レディ・プレイヤー1	

●ロンドン、人生はじめます	

●ワンダーストラック	

	

■５月	

●I	AM	THE	BLUES	アイ・アム・ザ・ブルース	

●アイ，トーニャ	史上最大のスキャンダル	

●イカリエ－XB1〈デジタル・リマスター版〉	

●いつだってやめられる	10 人の怒れる教授たち	

●犬ヶ島	

●男と女、モントーク岬で	

●軍中楽園	

●ゲティ家の身代金	

●サバービコン	仮面を被った街	

●サムライと愚か者	－オリンパス事件の全貌－	

●ダリダ～あまい囁き～	

●名もなき野良犬の輪舞	

●29 歳問題	



●ピーターラビット	

●ファントム・スレッド	

●フェイ・グリム	

●フロリダ・プロジェクト	 真夏の魔法	

●ホース・ソルジャー	

●ボストン	ストロング	～ダメな僕だから英雄になれた～	

●ミッドナイト・サン	 ～タイヨウのうた～	

●モリーズ・ゲーム	

●ラジオ・コバニ	

●ランペイジ	巨獣大乱闘	

●ルイ 14 世の死	

●レザーフェイス－悪魔のいけにえ	

●私はあなたのニグロではない	

	

■６月	

●ALONE/アローン	

●アイ・アム・タレント	

●アメリカン・アサシン	

●一級機密	

●いつだってやめられる	7 人の危ない教授たち	

●V.I.P.	修羅の獣たち	

●ウィンチェスターハウス	 アメリカで最も呪われた屋敷	

●女と男の観覧車	

●オンネリとアンネリのおうち	

●オンリー・ザ・ブレイブ	

●ガザの美容室	

●結婚演出家	

●ゲッベルスと私	

●告白小説、その結末	

●ザ・ビッグハウス	

●最初で最後のキス	

●サラエボの叫び	

●３０年後の同窓会	

●死の谷間	

●祝福～オラとニコデムの家～	

●修羅の華	



●審判	

●スパイナル・タップ	

●それから	

●ダークサイド	

●正しい日	間違えた日	

●デッドプール 2	

●天命の城	

●母という名の女	

●ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー	

●ビューティフル・デイ	

●５TO９	

●フューチャーワールド	

●ブリグズビー・ベア	

●ブルース・ディッキンソン（アイアン・メイデン）	サラエボの叫び	

●マッド・ダディ	

●ミケランジェロ：愛と死	

●メイズ・ランナー：最期の迷宮	

●黄泉がえる復讐	

●夜の浜辺でひとり	

●リディバイダー	

●リミット・オブ・アサシン	

●レディ・バード	

●ワンダー	君は太陽	

●ワンダーランド北朝鮮	

	

■７月	

●アーリーマン	 ～ダグと仲間のキックオフ！～	

●アニー・イン・ザ・ターミナル	

●あのバスを止めろ	

●インサイド	

●ウインド・リバー	

●映画チーズ・イン・ザ・トラップ	

●エヴァ	

●エスケープ・ルーム	

●王様の事件手帖	

●悲しみに、こんにちは	



●北朝鮮をロックした日	ライバッハ・デイ	

●キリング・ガンサー	

●グッバイ・ゴダール！	

●クレアのカメラ	

●クレイジー・フォー・マウンテン	

●ゴースト・ストーリーズ	 英国幽霊奇談	

●コールド・スキン	

●国家主義の誘惑	

●子どもが教えてくれたこと	

●最後のランナー	

●ジュラシック・ワールド／炎の王国	

●スウィンダラーズ	

●スティール・サンダー	

●セラヴィ！	

●太宰	

●朝鮮名探偵	鬼〈トッケビ〉の秘密	

●沈黙、愛	

●冷たい晩餐	

●テイク・エブリィ・ウェーブ	

●天使たちのビッチナイト	

●トーナメント	

●人間機械	

●バトル・オブ・ザ・セクシーズ	

●ヒトラーを欺いた黄色い星	

●ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス	

●ブラッド・インフェルノ	

●ボリショイ・バレエ	2 人のスワン	

●マイナス 21℃	

●ラ・チャナ	

●乱世備忘	僕らの雨傘運動	

●REVENGE	 リベンジ	

●わがチーム、墜落事故からの復活	

●私は、クロード・モネ	

	

■８月	

●アントマン＆ワスプ	



●祈り	

●インクレディブル・ファミリー	

●英国総督	最後の家	

●オーケストラ・クラス	

●オーシャンズ 8	

●大人のためのグリム童話	 手をなくした少女	

●輝ける人生	

●KUSO	

●クリミナル・タウン	

●ゲンボとタシの夢見るブータン	

●皇帝ペンギン	ただいま	

●SHOCK	WAVE	ショック	ウェイブ	 爆弾処理班	

●スターリンの葬送狂騒曲	

●閃光少女	

●タイニー・ファニチャー	

●タリーと私の秘密の時間	

●チャーチル	 ノルマンディーの決断	

●チャットレディのキセキ	

●追想	

●つかのまの愛人	

●テル・ミー・ライズ	

●夏、19 歳の肖像	

●７号室	

●２重螺旋の恋人	

●バンクシーを盗んだ男	

●判決、ふたつの希望	

●ブッシュウィック‐武装都市‐	

●ポップ・アイ	

●ボルグ/マッケンロー	氷の男と炎の男	

●マガディーラ	 勇者転生	

●マンマ・ミーア！ヒア・ウィー・ゴー	

●ミッション：インポッシブル／フォールアウト	

●若い女	

	

■９月	

●1987、ある闘いの真実	



●いのちの深呼吸	

●インビジブル	暗殺の旋律を弾く女	

●運命は踊る	

●SPL	狼たちの処刑台	

●オペレーション：レッド・シー	

●顔たち、ところどころ	

●かごの中の瞳	

●クレイジー・リッチ！	

●クワイエット・プレイス	

●500 ページの夢の束	

●ザ・プレデター	

●死霊館のシスター	

●スカイスクレイパー	

●スカイハンター空天猟	

●スリー・シスターズ	

●静寂を求めて	 －癒やしのサイレンス－	

●世界が愛した料理人	

●ダウンレンジ	

●黙ってピアノを弾いてくれ	

●妻の愛、娘の時	

●ディヴァイン・ディーバ	

●バッド・ジーニアス	危険な天才たち	

●ヒトラーと戦った 22 日間	

●プーと大人になった僕	

●ブレス	しあわせの呼吸	

●ペギー・グッゲンハイム	 アートに恋した大富豪	

●	HOSTILE	ホスティル	

●皆殺しの掟	

●ＭＥＧ	ザ・モンスター	

●モアナ～南海の歓喜～	

●リグレッション	

●REDCON-1 レッドコン 1戦闘最大警戒レベル	

	

■10 月	

●赤毛のアン	初恋	

●あまねき旋律（しらべ）	



●アラン・デュカス	 宮廷のレストラン	

●アンダー・ザ・シルバーレイク	

●イコライザー2	

●ヴァンサンへの手紙	

●嘘はフィクサーのはじまり	

●LBJ	ケネディの意志を継いだ男	

●エンジェル、見えない恋人	

●エンドレス・ウォー	

●狼チャイルド	

●怪怪怪怪物！	

●ガンジスに還る	

●ギャングスタ	

●キラー・メイズ	

●ザ・アウトロー	

●search／サーチ	

●ジェノサイド・ホテル	

●13 回の新月のある年に	

●スカイライン－奪還－	

●スモールフット	

●世界で一番ゴッホを描いた男	

●第三世代	

●チューリップ・フィーバー	 肖像画に秘めた愛	

●デス・ウィッシュ	

●デス・バレット	

●テルマ	

●ナミヤ雑貨店の奇蹟	-再生-	

●ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ	

●Buy	Me	バイ・ミー	

●バーバラと心の巨人	

●ピッチ・パーフェクト	 ラストステージ	

●ファイティン！	

●フィフティ・シェイズ・フリード	

●プリズン・ランペイジ	

●ブルー・マインド	

●ブレイン・ゲーム	

●マイ・プレシャス・リスト	



●負け犬の美学	

●モンスター・ホテル	 クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!	

●ライ麦畑で出会ったら	

●リターン・オブ・ジーパーズ・クリーパーズ	JEEPERS	CREEPERS	3	

●ルイスと不思議の時計	

	

■11 月	

●A	GHOST	STORY／ア・ゴースト・ストーリー	

●アース：アメイジング・デイ	

●愛・革命	

●赤毛のアン	卒業	

●アメリカン・ミュージック・ジャーニー	

●アンクル・ドリュー	

●アンナ・カレーニナ	 ヴロンスキーの物語	

●いつだってやめられる	 闘う名誉教授たち	

●イット・カムズ・アット・ナイト	

●いろとりどりの親子	

●ヴェノム	

●嘘をつく男	

●エデン、その後	

●エリック・クラプトン	 ～12 小節の人生～	

●おかえり、ブルゴーニュへ	

●オンネリとアンネリのふゆ	

●快楽の漸進的横滑り	

●華氏 119	

●キックボクサー	 ザ・リベンジ	

●狂獣	 欲望の海域	

●くるみ割り人形と秘密の王国	

●コード 211	

●ザ・インターセクションズ	

●ザ・ミスト	

●The	Witch／魔女	

●山中傅奇〈4K デジタル修復・完全全長版〉	

●シャークネード	ラスト・チェーンソー	４ＤＸ	

●ジョニー・イングリッシュ	 アナログの逆襲	

●ステータス・アップデート	



●スパイ・ミッション	 シリアの陰謀	

●台北暮色	

●チェコ・スワン	

●沈黙の達人	

●どこでもない、ここしかない	

●七年の夜	

●トリプル・リベンジ	

●パウロ	 愛と赦しの物語	

●バグ・アクチュアリー	

●バグダッド・スキャンダル	

●バトル・オブ・ブリテン	 ～史上最大の航空作戦～	

●バルバラ～セーヌの黒いバラ～	

●ビリオネア・ボーイズ・クラブ	

●ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生	

●復讐のトリック	

●不滅の女	

●ヘレディタリー／継承	

●ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ	

●ボヘミアン・ラプソディ	

●ポリス・ストーリー／REBORN	

●MAKI	マキ	

●マダムのおかしな晩餐会	

●マンディ	地獄のロード・ウォリアー	

●Merry	Christmas!	 ～ロンドンに奇跡を起こした男～	

●モダンライフ・イズ・ラビッシュ	 ～ロンドンの泣き虫ギタリスト～	

●ヨーロッパ横断特急	

●代立軍	 ウォリアーズ・オブ・ドーン	

●霊幻道士Ｑ	 大蛇道士の出現	

●レイス	

	

■12 月	

●アイ・フィール・プリティ！	 人生最高のハプニング	 ※	

●暁に祈れ	

●アクシデント	

●アリー	/	スター誕生	

●いつか家族に	



●ヴィヴィアン・ウエストウッド	 最強のエレガンス	 ※	

●家へ帰ろう	

●Ｌ７：プリテンド・ウィー・アー・デッド	

●おとなの恋は、まわり道	

●彼が愛したケーキ職人	

●キックス	

●共犯者たち	

●グリンチ	

●シシリアン・ゴースト・ストーリー	

●ザ・スリッツ：ヒア・トゥ・ビー・ハード	

●死体が消えた夜	

●シュガー・ラッシュ：オンライン	

●スパイネーション／自白	

●セルジオ＆セルゲイ	 宇宙からハロー！	

●それだけが、僕の世界	 ※	

●デスティニー・イン・ザ・ウォー	

●死霊院	世界で最も呪われた事件	

●ときめきプリンセス婚活記	

●ドント・ヘルプ	

●バスキア、10 代最後のとき	

●パッドマン	 5 億人の女性を救った男	

●ピアソラ	永遠のリベルタンゴ	

●葡萄畑に帰ろう	

●マイ・サンシャイン	

●マチルダ	禁断の恋	

●メアリーの総て	

●モーターヘッド	 クリーン・ユア・クロック	

●宵闇真珠	

●私は、マリア・カラス	

	

	

※の作品は、12 月 28 日、29 日公開ですが、初日以降７日間以上の上映が決まっているた

め該当作品とします。	


