
2018 年	キネマ旬報読者選出	

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。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。	

	

	

日本映画	

	

■１月	

●愛の病	

●悪と仮面のルール	

●伊藤くん	A	to	E	

●祈りの幕が下りる時	

●嘘八百	

●嘘を愛する女	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち	第四章「天命篇」	

●海の産屋	 雄勝法印神楽	

●映画	中二病でも恋がしたい！	－Take	On	Me－	

●風の色	

●牙狼〈GARO〉神ノ牙－KAMINOKIBA－	

●季節の記憶（仮）	

●劇場版	マジンガーZ／INFINITY	

●劇場版『進撃の巨人』Season2	－覚醒の咆哮－	

●咲-Saki-阿知賀編	episode	of	side-A	

●サラバ静寂	

●三屋清左衛門残日録	

●三屋清左衛門残日録	完結篇	

●CINEMA	FIGHTERS	

●TANIZAKI	TRIBUTE	神と人との間	

●ちょっとまて野球部！	

●Dear	Girl～Stories～THE	MOVIE3	the	United	Kingdom	of	KOCHI	蒼の継承編	

●ナオト・インティライミ冒険記	 旅歌ダイアリー2	 後編	



●バーミー	

●ピンカートンに会いにいく	

●フルメタル・パニック！	 イントゥ・ザ・ブルー	

●フルメタル・パニック！	 ワン・ナイト・スタンド	

●星くず兄弟の新たな伝説	

●星めぐりの町	

●ホペイロの憂鬱	

●ミッドナイト・バス	

●廻り神楽	

●闇金ぐれんたい	

●ラーメンヘッズ	

●ROKUROKU	

●わたしたちの家	

	

■２月	

●息衝く	

●維新烈風	天狗判官	

●ウィッチ・フウィッチ	

●N.Y.マックスマン	

●えろぼん！	 オヤジとムスコの性春日記	

●おだやかな革命	

●かぞくへ	

●金沢シャッターガール	

●仮面ライダー	エグゼイド	トリロジー	アナザー・エンディング	PartⅡ『パラドクス

with ポッピー』	

●仮面ライダーブレイブ＆スナイプ	

●カレーライス	Curry	and	Rice	

●空海－KU-KAI－	美しき王妃の謎	

●狂える世界のためのレクイエム	

●劇場版	アイドルキャノンボール 2017	

●劇場版 Infini-T	Force／ガッチャマン	さらば友よ	

●劇場版ときめきレストラン☆☆☆	MIRACLE6	

●劇場版マクロスΔ	激情のワルキューレ	

●犬猿	

●コードギアス	反逆のルルーシュⅡ	叛道	

●今夜、ロマンス劇場で	



●サニー/32	

●さよならの朝に約束の花をかざろう	

●さらば、ダイヤモンド	

●Sea	Opening／シー・オープニング	

●四万十～いのちの仕舞い～	

●シュウカツ 2	

●赤色彗星倶楽部	

●千里眼（CICADA）	

●TANIZAKI	TRIBUTE	悪魔	

●TANIZAKI	TRIBUTE	富美子の足	

●たまゆら	

●チェリーボーイズ	

●トーキョーカプセル	

●9	～ナイン～	

●名前のない女たち	うそつき女	

●願いと揺らぎ	

●化け物と女	

●花は咲くか	

●パンとバスと 2度目のハツコイ	

●東の狼	

●羊の木	

●不能犯	

●blank13	

●巫女っちゃけん。	

●もんちゃん	

●野球部員、演劇の舞台に立つ！	

●ライカ	

●ライズ	－ダルライザーTHE	MOVIE－	

●リーディング～エドガー・ケイシーが遺した、人類の道筋。～	

●リバーズ・エッジ	

●霊的ボリシェヴィキ	

●レオン	

	

■３月	

●ANIMA を撃て！	

●アイスと雨音	



●あなたはわたしじゃない	

●生きる街	

●一陽来復	Life	Goes	On	

●映画しまじろう	 「まほうのしまの	だいぼうけん」	

●映画ドラえもん	 のび太の宝島	

●映画プリキュアスーパースターズ！	

●おみおくり	

●おもてなし	

●カーラヌカン	

●神さまの轍-checkpoint	of	the	life-	

●がむしゃらソールド・アウト	（「青春ディスカバリーフィルム～どこだって青春編～」）	

●仮面ライダー	 エグゼイド	トリロジー	アナザー・エンディング	PartⅡ	仮面ライダー

ゲンム VS レーザー	

●Kalafina	10th	Anniversary	Film	～夢が紡ぐ輝きのハーモニー～	

●川越街道	

●北の桜守	

●去年の冬、きみと別れ	

●クリソツの姉弟（「スキマトズレ 2018」）	

●劇場版	ウルトラマンジード	 つなぐぜ!	願い!!	

●ゴーストスクワッド	

●獄友	

●500 円の後悔	 （「青春ディスカバリーフィルム	 どこだって青春編」）	

●サイモン＆タダタカシ	

●坂道のアポロン	

●残業アイドル（「スキマトズレ 2018」）	

●時間回廊の殺人	

●自由を手にするその日まで	

●女々演	

●素敵なダイナマイトスキャンダル	

●大事なひと（「スキマトズレ 2018」）	

●台湾より愛をこめて	

●ちはやふる	－結び－	

●唾と蜜	

●曇天に笑う	

●ニッポン国 VS 泉南石綿村	

●ニワトリ★スター	



●寝てるときだけ、あいしてる。	

●バケツと僕！	

●honey	

●パンドラノート	 （「青春ディスカバリーフィルム	 どこだって青春編」）	

●プリンシパル～恋する私はヒロインですか？～	

●文豪ストレイドッグス	DEAD	APPLE	

●ポケットの中のビスケット（「青春ディスカバリーフィルム	 どこだって青春編」）	

●MAGIC	TOWN	

●増山超能力師事務所	～激情版は恋の味～	

●見栄を張る	

●三十路女はロマンチックな夢を見るか？	

●よしもと新喜劇映画	 女子高生探偵あいちゃん	

●ラーメン食いてぇ！	

●リビング	ザ	ゲーム	

●聾者のボクの南米見聞録	

	

■４月	

●ありえなさ過ぎる女～被告人よしえ～	

●いぬやしき	

●海辺の週刊大衆	

●映画クレヨンしんちゃん	爆盛！カンフーボーイズ	～拉麺大乱～	

●オー・ルーシー！	

●泳ぎすぎた夜	

●カトマンズの約束	

●クソ野郎と美しき世界	

●劇場版「SERVAMP-サーヴァンプ-」-Alice	in	the	Garden-	

●娼年	

●人狼ゲーム	インフェルノ	

●聖なるもの	

●それ～それがやって来たら…	

●となりの怪物くん	

●ばぁちゃんロード	

●father	カンボジアへ幸せを届けた	ゴッちゃん神父の物語	

●放課後戦記	

●ママレード・ボーイ	

●ミスミソウ	



●港町	

●名探偵コナン	ゼロの執行人	

●やっさだるマン	

●大和（カリフォルニア）	

●闇金ドッグス 8	

●ユートピア	

●リズと青い鳥	

●私は絶対許さない	

	

■５月	

●兄友	

●動いている庭	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち	第五章「煉獄篇」	

●海を駆ける	

●枝葉のこと	

●ガチ星	

●機動戦士ガンダム	THE	ORIGIN	誕生	赤い彗星	

●ギフテッド～フリムンと乳売り女～	

●KUICHISAN	

●クジラの島の忘れもの	

●劇場版	仮面ライダーアマゾンズ	Season1	覚醒	

●劇場版	仮面ライダーアマゾンズ	Season2	輪廻	

●劇場版	仮面ライダーアマゾンズ	THE	MOVIE	最後ノ審判	

●劇場版	ひらがな男子	～序～	

●劇場版	プリパラ＆キラッとプリ☆チャン	～きらきらメモリアルライブ～	

●恋は雨上がりのように	

●コードギアス	反逆のルルーシュ III	皇道	

●心に寄り添う。	

●心の故郷～ある湾生の歩んできた道	

●GODZILLA	決戦機動増殖都市	

●孤狼の血	

●さらば青春、されど青春。	

●四月の永い夢	

●SUKITA	刻まれたアーティストたちの一瞬	

●SHOOT	X～霊撮ゲーム～	

●ゼニガタ	



●SEVEN/7	

●蝶の眠り	

●妻よ薔薇のように	 家族はつらいよ III	

●D5	5 人の探偵	

●TECHNOLOGY	

●デジモンアドベンチャー	tri.	第 6 章「ぼくらの未来」	

●のみとり侍	

●HURRY	GO	ROUND	

●まぶいぐみ	～ニューカレドニア引き裂かれた移民史～	

●MIFUNE:	THE	LAST	SAMURAI	

●モリのいる場所	

●友罪	

●ラスト・ホールド！	

●ラブ×ドック	

●ラプラスの魔女	

●リバースダイアリー	

●恋愛依存症の女	

	

■６月	

●あさがおと加瀬さん。	

●UNDER	THE	DOG	Jumbled	

●EVEN～君に贈る歌～	

●Vision	

●ウタモノガタリ-CINEMA	FIGHTERS	project-	

●家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。	

●宇宙戦隊キュウレンジャーVS スペース・スクワッド	

●馬の骨	

●榎田貿易堂	

●OVER	DRIVE	

●終わった人	

●傀儡	

●カメラを止めるな！	

●可愛い悪魔	

●キスできる餃子	

●劇場版ドルメン X	

●50 回目のファーストキス	



●少女邂逅	

●少女ピカレスク	

●世界でいちばん長い写真	

●空飛ぶタイヤ	

●それいけ！アンパンマン	 かがやけ！クルンといのちの星	

●第二警備隊	

●トウキョウ・リビング・デッド・アイドル	

●曇天に笑う〈外伝〉	～宿命、双頭の風魔～	

●名前	

●ニンジャバットマン	

●猫は抱くもの	

●パンク侍、斬られて候	

●PEACE	MAKER	鐵	 ～想道～	

●羊と鋼の森	

●フジコ・ヘミングの時間	

●返還交渉人	 いつか、沖縄を取り戻す	

●マンダレー	スター	 ミャンマー民族音楽への旅	

●万引き家族	

●明日にかける橋	 1989 年の想い出	

●モダン・ラブ	

●焼肉ドラゴン	

●ゆずりは	

●WAKITA	PEAK	

●わたしに××しなさい！	

	

■７月	

●雨の首ふり坂	

●イマジネーションゲーム	

●炎神戦隊ゴーオンジャー	10	YEARS	GRANDPRIX	

●OKINAWA1965	

●沖縄スパイ戦史	

●形のない骨	

●カランコエの花	

●菊とギロチン	

●君が君で君だ	

●銀幕版	湘南乃風～一期一会～	



●熊野から	 イントゥ・ザ・新宮	

●劇場版	コード・ブルー	-ドクターヘリ緊急救命-	

●劇場版ポケットモンスター	 みんなの物語	

●このまちで暮らせば	

●36.8℃	サンジュウロクドハチブ	

●志乃ちゃんは自分の名前が言えない	

●縄文にハマる人々	

●スカブロ	

●スティルライフオブメモリーズ	

●性別が、ない！インターセックス漫画家のクィアな日々	

●虹色デイズ	

●ピース・ニッポン	

●一人の息子	

●BLEACH	

●ほたるの川のまもりびと	

●毎日がアルツハイマー	ザ・ファイナル	～最期に死ぬ時。	

●未来のミライ	

●誘拐アンナ	

●ルームロンダリング	

●私の人生なのに	

	

■８月	

●青夏	きみに恋した 30 日	

●アメリカ	

●アラーニェの虫籠	

●映画ドライブヘッド～トミカハイパーレスキュー	 機動救急警察～	

●怪談新耳袋Ｇメン冒険編	 全篇	

●快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー	en	film	

●カマキリの夜	

●がらんどう	

●銀魂 2	掟は破るためにこそある	

●黒看	

●劇場版	仮面ライダービルド	Be	The	One	

●劇場版	七つの大罪	天空の囚われ人	

●劇場版	のんのんびより	ばけーしょん	

●検察側の罪人	



●恋のクレイジーロード	

●さくらになる	

●SUNNY	強い気持ち・強い愛	

●詩季織々	

●終末の獣たち	

●心霊ツアーズ	

●センセイ君主	

●ゼンラレジスタンス	

●ゾンからのメッセージ	

●高崎グラフィティ。	

●ダブルドライブ	～狼の掟～	

●ちいさな英雄	 -カニとタマゴと透明人間-	

●チャットレディのキセキ	

●テニスの王子様	BEST	GAMES!!	 手塚	vs	跡部	

●東京ノワール	

●どうしようもない恋の唄	

●ハッピーメール	

●ハングマンズ・ノット	

●ファミリー☆ウォーズ	

●触れたつもりで	

●ペンギン・ハイウェイ	

●僕のヒーローアカデミア	THE	MOVIE	～2 人の英雄～	

●よるのたんけん	

	

■９月	

●愛と、酒場と、音楽と	

●愛と法	

●あみこ	

●いつも月夜に米の飯	

●愛しのアイリーン	

●飢えたライオン	

●ウルフなシッシー	

●映画	おかあさんといっしょ	はじめての大冒険	

●累-かさね-	

●君の膵臓をたべたい	

●きみの鳥はうたえる	



●きらきら眼鏡	

●クライング・フリー・セックス	

●劇場版	夏目友人帳	～うつせみに結ぶ～	

●劇場版「フリクリ	オルタナ」	

●劇場版ほんとうにあった怖い話 2018	

●コーヒーが冷めないうちに	

●こども食堂にて	

●純平、考え直せ	

●3D 彼女	リアルガール	

●西北西	

●セブンガールズ	

●太陽の塔	

●宝物の抱きかた	

●ダブルドライブ	～龍の絆～	

●食べる女	

●タリナイ	

●散り椿	

●DTC-湯けむり純情篇-from	HiGH&LOW	

●曇天に笑う〈外伝〉～桜華、天望の架橋～	

●泣き虫しょったんの奇跡	

●寝ても覚めても	

●初恋スケッチ～まいっちんぐマチコ先生～	

●パパはわるものチャンピオン	

●響	-HIBIKI-	

●劇場版「フリクリ	プログレ」	

●YOU 達 HAPPY	映画版ひまわり	

●若おかみは小学生！	

●私の奴隷になりなさい第 2章	ご主人様と呼ばせてください	

	

■10 月	

●あいあい傘	

●アイドル	

●アジア三面鏡 2016：リフレクションズ	

●あのコの、トリコ。	

●あの頃、君を追いかけた	

●ウスケボーイズ	



●薄墨桜	-GARO-	

●宇宙の法―黎明編―	

●映画ＨＵＧっと！プリキュア	ふたりはプリキュア	 オールスターズメモリーズ	

●億男	

●オズランド	 笑顔の魔法おしえます。	

●オボの声	

●音量を上げろタコ！なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!	

●覚悟はいいかそこの女子。	

●彼らの原発	

●教誨師	

●劇場版	はいからさんが通る	後編	～花の東京大ロマン～	

●恋のしずく	

●黒蝶の秘密	

●ここは退屈迎えに来て	

●ごっこ	

●サクらんぼの恋	

●殺る女	

●栞	

●シャルロット	 すさび	

●曙光	

●single	mom	優しい家族。a	sweet	family	

●心魔師	

●聖☆おにいさん	

●旅猫リポート	

●たまえのスーパーはらわた	

●ノーマーク爆牌党	

●パーフェクトワールド	 君といる奇跡	

●ハナレイ・ベイ	

●BD～明智探偵事務所～	

●日日是好日	

●フィンセント・ファン・ゴッホ：新たなる視点	

●文福茶釜	

●BLOOD-CLUB	DOLLS	1	

●僕の帰る場所	

●魔法少女リリカルなのは	Detonation	

●耳かきランデブー	



●ムタフカズ	

●モルゲン、明日	

●モンスターストライク	THE	MOVIE	 ソラノカナタ	

●止められるか、俺たちを	

●夜明けまで離さない	

●Re:ゼロから始める異世界生活	Memory	Snow	

●Workers	被災地に起つ	

●私の奴隷になりなさい第 3章	おまえ次第	

	

■11 月	

●アウト＆アウト	

●アジア三面鏡 2018：Journey	

●ANEMONE／交響詩篇エウレカセブン	 ハイエボリューション	

●生きてるだけで、愛。	

●ういらぶ。	

●宇宙戦艦ヤマト 2202	愛の戦士たち	第六章「回生篇」	

●海にのせたガズの夢	

●えちてつ物語～わたし、故郷に帰ってきました。～	

●ONLY	SILVER	FISH	-Water	tank	of	MARY’S	room	

●母さんがどんなに僕を嫌いでも	

●怪獣娘（黒）～ウルトラ怪獣擬人化計画～	

●かぞくいろ―RAILWAYS	わたしたちの出発―	

●家族のはなし	

●機動戦士ガンダム NT	

●ギャングース	

●恋する小説家	

●GODZILLA	星を喰う者	

●SOUND	LIKE	SHIT:the	story	of	Hi-STANDARD	

●THE	COLLECTORS～さらば青春の新宿 JAM～	

●サムライせんせい	

●斬、	

●地蔵とリビドー	

●銃	

●十年	Ten	Years	Japan	

●シンプル・ギフト	 はじまりの歌声	

●鈴木家の嘘	



●スマホを落としただけなのに	

●続・終物語	

●体操しようよ	

●津軽のカマリ	

●ニート・ニート・ニート	

●人魚の眠る家	

●ヌヌ子の聖★戦～HARAJUKU	STORY～	

●熱狂宣言	

●ハード・コア	

●走れ！T校バスケット部	

●PEACE	MAKER	鐵	 ～友命～	

●ビブリア古書堂の事件手帖	

●ボクはボク、クジラはクジラで、泳いでいる。	

●ぼけますから、よろしくお願いします。	

●ポルトの恋人たち～時の記憶	

●まっ白の闇	

●幻を見る人～京都の吉増剛造	

●メサイア	－幻夜乃刻－	

●レディ	in	ホワイト	

	

■12 月	

●青の帰り道	

●イッショウガイ	

●映画	妖怪ウォッチ	FOREVER	FRIENDS	

●クマ・エロヒーム	

●来る	

●ケイタネバーダイ	

●こんな夜更けにバナナかよ		 愛しき実話	 ※	

●jam	

●シュウカツ３	

●小河ドラマ	龍馬がくる	

●新宿パンチ	

●スモーキング・エイリアンズ	

●選挙に出たい	

●旅するダンボール	

●たまゆらのマリ子	



●ドラゴンボール超	ブロリー	

●ニセコイ	

●猫カフェ	

●春待つ僕ら	

●百年の蔵	

●プラネット・オブ・アメーバ	

●PlayRoom	プレイルーム	

●平成仮面ライダー20 作記念	仮面ライダー平成ジェネレーションズ	FOREVER	

●真っ赤な星	

●夢こそは、あなたの生きる未来	

●レッド・ブレイド	

●輪違屋糸里	 ～京女たちの幕末～	

	

	

※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。	


