
2018年 今年観た映画（劇場で）

1 スターウォーズ　最後のジェダイ　吹き替え版 ※2回目。

2 8年越しの花嫁 奇跡の実話 土屋太鳳。

3 オール・アイズ・オン・ミー

4 キングスマン ゴールデン・サークル 期待しすぎた。

5 ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ！ 意外に楽しめた。

6 花筺 HANAGATAMI ★★ 大林宣彦、80歳。

7 劇場版マジンガーZ INFINITY

8 デトロイト

9 祈りの幕が下りる時 やはり原作、東野圭吾は強い。

10 不能犯

11 スリー・ビルボード ★★★★★

12 ジュピターズ・ムーン

13 羊の木

14 犬猿 ★★ 新井浩文がよかった。

15 苦い銭

16 グレイテスト・ショーマン

17 ナチュラル・ウーマン ★★★★ マリーナ役のダニエラ・ベガ。

18 空海 KU-KAI 美しき王妃の謎

19 ザ・シークレットマン リーアム・ニーソン。実話に基づく。

20 リバーズ・エッジ

21 blank13

22 ゲット・アウト 2017年アカデミー賞で脚本賞を受賞。

23 シェイプ・オブ・ウォーター

24 北の桜守

25 15時17分、パリ行き

26 しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス ★★★★★ サリー・ホーキンスとイーサン・ホークの演技！

27 リメンバー・ミー

28 デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり

29 ボス・ベイビー ★★

30 トゥームレイダー ファースト・ミッション

31 ジュマンジ ウェルカム・トゥ・ジャングル ★★

32 ヴァレリアン 千の惑星の救世主 バブル役のリアーナがよかった。

33 トレイン・ミッション ★★ リーアム・ニーソン。

34 ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書

35 レッド・スパロー

36 ウィンストン・チャーチル ヒトラーから世界を救った男

37 レディ・プレイヤー1 ★★★ みんなが目指しているVRの世界。

38 心と体と ★★

39 パシフィック・リム アップライジング

40 女は二度決断する

41 タクシー運転手 約束は海を越えて



42 オー・ルーシー！ ★★ 寺島しのぶ。

43 犯罪都市 ★★★ マ・ドンソク。

44 ラプラスの魔女

45 孤狼の血 ★★★★ 役所広司。

46 モリのいる場所 樹木希林と山崎努。

47 フロリダ・プロジェクト 真実の魔法

48 ゲティ家の身代金

49 デッドプール2

50 犬ヶ島

51 レディ・バード

52 Vision

53 万引き家族 ★★ 安藤サクラ、樹木希林、リリー・フランキー、松岡茉優

54 ワンダー 君は太陽

55 フジコ・ヘミングの時間

56 ニンジャ バットマン ★★ 神風動画。

57 夜の浜辺でひとり

58 焼肉ドラゴン ★★★★★ 真木よう子と、韓国のお父さんとお母さん。

59 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー

60 いつだってやめられる 10人の怒れる教授たち

61 ジュラシック・ワールド／炎の王国

62 バトル・オブ・ザ・セクシーズ

63 カメラを止めるな！ ★★★★★ やられた！大爆笑！

64 MIFUNE：THE LAST SAMURAI

65 未来のミライ 細田守監督。

66 菊とギロチン

67 人間機械

68 ウインド・リバー ★★★★ 実話に基づく。

69 インクレディブル・ファミリー

70 カメラを止めるな！　※2回目

71 ミッション：インポッシブル フォールアウト

72 SHOCK WAVE ショックウェイブ 爆弾処理班 ★★★ 勢いにやられた。

73 ペンギン・ハイウェイ ★★★ 原作、森見登美彦。

74 検察側の罪人

75 寝ても覚めても ★★★ 監督濱口竜介。東出昌大。

76 SPL 狼たちの処刑台 カンフーとムエタイの競演。

77 累 -かさね-

78 響 -HIBIKI- ★★★ 平手友梨奈（欅坂46）

79 オペレーション：レッド・シー ★★ 中国の海軍が本気！

80 クレイジー・リッチ！ ★★ 王道の展開。ほろっとさせられた。

81 500ページの夢の束 ★★★

82 バッド・ジーニアス 危険な天才たち ★★★

83 散り椿



84 教誨師

85 ヒトラーと戦った22日間

86 イコライザー2

87 止められるか、俺たちを ★★★ 若松プロダクション。門脇麦、井浦新。

88 日日是好日 樹木希林、黒木華。

89 ファイティン！

90 クワイエット・プレイス ★★★ ホラー設定のなかの家族愛。

91 ビブリア古書堂の事件手帖

92 ヴェノム

93 ボヘミアン・ラプソディー ★★

94 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ ★★★★★

95 ぼけますから、よろしくお願いします。 ★★★

96 世界で一番ゴッホを描いた男

97 人魚の眠る家 東野圭吾原作、篠原涼子、西島秀俊。

98 ハード・コア ★★★ 山田孝之、佐藤健、荒川良々。

99 ポリス・ストーリー REBORN ジャッキー・チェン。

100 斬、 ★★ 塚本晋也監督、製作、脚本、澤村役。

101 ピアソラ 永遠のリベルタンゴ

102 A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー

103 来る 中島哲也監督。

104 暁に祈れ タイの刑務所がむちゃくちゃ。

105 私は、マリア・カラス

106 アリー／スター誕生 ★★

107 ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス

2013年　45本

2014年　68.5本

2015年　54本、「トイレのピエタ」、「マッド・マックス 怒りのデスロード」、「セッション」

2016年　74本、「ハッピー・アワー」、「ビューティ・インサイド」、「団地」、「ソング・オブ・ザ・シー 海のうた」、「この世界の片隅に」、「湯を沸かすほどの熱い愛」

2017年　91本、「スター・ウォーズ　最後のジェダイ」、「彼女が その名を知らない鳥たち」

2018年　107本、「スリー・ビルボード」、「しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス」、「焼肉ドラゴン」、「カメラを止めるな！」、「ボーダーライン ソルジャーズ・デイ」


