
第10回 映画検定4級 

全試験問題、解答、解説 

キネマ旬報社



【出題方法】

全123問中

設問１～１１２は、年代・カテゴリー別にランダムに
出題（うち、設問７と１７は共通問題）
設問113～１２３の全11問が共通問題。

【配点】

出題された60問のうち７０％以上の正解で合格



【設問1】

『クリード チャンプを継ぐ男』はある映画の後日譚を描いている、

以下の中から適切な作品を選びなさい。

1. 『エクスペンダブルズ』

2. 『大脱出』

3. 『ランボー』

4. 『ロッキー』

解答：4. 『ロッキー』

解説：選択肢は全てシルヴェスター・スタローンが出演したシリーズ作品。

特に『ロッキー』は、第49回アカデミー賞作品賞、第51回キネマ旬報ベス

ト・テン外国映画第1位に輝くなど、作品の評価も高く、その後日譚を描く

『クリード チャンプを継ぐ男』、『クリード　炎の宿敵』とスピンオフ作品

も生まれている。また、スタローンは、1970年代、80年代、90年代、00年

代、10年代、全ての年代で米週間興行成績No.1の主演映画を持つ唯一のス

ターという存在。



【設問2】

『蜘蛛の巣を払う女』はあるリメイク映画の後日譚を描いている、以下の中か

ら適切なハリウッド作品を選びなさい。

1. 『ドラゴン・タトゥーの女』 

2. 『ミレニアム　ドラゴン・タトゥーの女』

3. 『ミレニアム２　火と戯れる女』

4. 『ミレニアム３　眠れる女と狂卓の騎士』

解答： 2. 『ミレニアム　ドラゴン・タトゥーの女』

解説：選択肢はスzティーグ・ラーソンの世界的ベストセラー「ミレニアム」

三部作を映画化した作品。主人公・リスベットを演じたノオミ・ラパスは、こ

の三部作への出演で国際的スターとなった。『ドラゴン・タトゥーの女』

（11）はデヴィッド・フィンチャーによるハリウッドリメイクで、『蜘蛛の巣

を払う女』（19）はキャストを変えてその後を描いている。



【設問3】 

『ミスター・ガラス』はM.ナイト・シャマランが監督した過去作品の後日譚

を描いているが、以下の中から適切な作品を選びなさい。 

1. 『アフター・アース』 

2. 『サイン』 

3. 『シックス・センス』 

4. 『スプリット』 

解答：4. 『スプリット』 

解説：選択肢はすべてM.ナイト・シャマラン監督の作品。『ミスター・ガラ
ス』（19）には、『アンブレイカブル』（00）のブルース・ウィリスとサミ

ュエル・L・ジャクソン、『スプリット』（16）のジェームズ・マカヴォイの

演じたキャラクターが、同じ世界観のもとで共演していることが話題となっ

た。



【設問4】

『マスカレード・ホテル』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  稲垣吾郎

2.  香取慎吾

3.  木村拓哉

4.  草彅剛

解答：3. 木村拓哉

解説：選択肢は元SMAPのメンバー。2019年は、稲垣吾郎の『半世界』

（19）、香取慎吾の『凪待ち』（19）、草彅剛の『まく子』（19）とそれぞ

れの主演映画が公開されている。そして『半世界』、『凪待ち』、『まく

子』には、其々が地方に住む中年男性を演じているという共通点がある。



【設問5】

『ラプラスの魔女』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   大野智

2.   櫻井翔

3.   二宮和也

4.   松本潤

解答：2. 櫻井翔

解説：選択肢は嵐のメンバー。大野智は『忍びの国』（17）、二宮和也は

『ラストレシピ～麒麟の舌の記憶～』（17）、松本潤は『ナラタージュ』

（17）と、2018年から2017年にかけてそれぞれの主演作が公開されている。



【設問6】

『翔んで埼玉』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  GACKT

2.  DAIGO

3.  HYDE

4.  MIYAVI

解答：1. GACKT

解説：選択肢は映画出演経験のあるミュージシャンたち。『翔んで埼玉』

（19）は魔夜峰央の同名漫画を実写映画化した作品。主演のGACKTは

『MOONCHILD』（03）でHYDEと共演経験がある。DAIGOは『フォルトゥ

ナの瞳』（19）、MIYAVIは『ギャングース』（18）に出演している。



【設問7】 
『空飛ぶタイヤ』や『七つの会議』の原作者を、以下の中から選びなさい。 

1.  池井戸潤 

2.  石田衣良 

3.  黒川博行 

4.  東野圭吾 

解答：1. 池井戸潤 

解説：池井戸潤の小説は「半沢直樹」や「下町ロケット」などがテレビドラ

マ化されて人気を博している。選択肢はすべて直木賞受賞作家。石田衣良の

『娼年』（18）、『後妻業の女』（16）の黒川博行、『マスカレード・ホテ

ル』（19）の東野圭吾など、映画化作品がある作家である点も特徴。



【設問8】 

『ザ・ファブル』、『来る』、『散り椿』に出演している俳優を以下の中か

ら選びなさい。 

1.  岡田准一 

2.  亀梨和也 

3.  二宮和也 

4.  山下智久 

解答：1. 岡田准一 

解説：選択肢はジャニーズ所属の俳優たち。亀梨和也は吉田大八監督の『美

しい星』（17）で、二宮和也は原田眞人監督の『検察側の罪人』（18）で作

家性の強い監督と組み、山下智久は中国映画『サイバー・ミッション』

（18）に出演するなど、作品選びにも特徴がある。



【設問9】

『去年の冬、きみと別れ』、『Vision』、『パーフェクトワールド　君といる奇

跡』に出演している俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   岩田剛典

2.  佐野玲於

3.  TAKAHIRO

4.   登坂広臣

解答； 1.   岩田剛典

解説：選択肢はLDH JAPANに所属する俳優たち。EXILE HIROが総合プロデュー

スした『HIGH&LOW』シリーズにも出演し、映画は興行的にも成功を収めてい

る。2018年、岩田剛典は問題文にある３作品に出演。河瀬直美監督の『Vision』

（18）や石井裕也監督の『町田くんの世界』（19）で脇役に徹するなど、作家

性の強い映画監督の作品と縁がある。



【設問10】

実写版『がっこうぐらし！』の出演者が所属するアイドルグループを、以下の

中から選びなさい。

1.  AKB48

2.  モーニング娘。

3.  ももいろクローバーZ

4.  ラストアイドル

解答：4.  ラストアイドル

解説：『がっこうぐらし！』（19）は、アニメ化もされた同名漫画を、ラス

トアイドルのメンバーありきで映画化された作品。また、変化球のゾンビ映

画という側面もある。すでに、アイドルと映画は切っても切れない関係にあ

るが、特に新進のアイドルにとっては、知名度の高い役者を必要としない低

予算なホラー映画などとは、“登竜門”的な意味で相性が良いと言われてい

る。



【設問11】

2019年に開催された第91回アカデミー賞で作品賞に輝いた映画を、以下の中

から選びなさい。

1.  『アリー／スター誕生』

2.  『グリーンブック』

3.  『ボヘミアン・ラプソディ』

4.    『ROMA／ローマ』

解答：2.  『グリーンブック』

解説：選択肢はすべて第91回アカデミー賞で作品賞の候補となった映画。

『グリーンブック』（18）は作品賞など三部門、『アリー／スター誕生』

（18）は歌曲賞、『ボヘミアン・ラプソディ』（18）は主演男優賞など四部

門、『ROMA／ローマ』（18）は外国語映画賞など三部門に輝いている。



【設問12】

『アリー／スター誕生』に主演したミュージシャンを、以下の中から選びなさ

い。

1.   ジャネット・ゲイナー

2.   ジュディ・ガーランド

3.   バーブラ・ストライサンド

4.   レディー・ガガ

解答：4.  レディー・ガガ

解説：『アリー／スター誕生』（19）は、４度目の映画化となった作品。選択

肢は、『スタア誕生』（37）のジャネット・ゲイナー、『スタア誕生』（54）

のジュディ・ガーランド、『スター誕生』（76）のバーブラ・ストライサンド、

といった過去の主演女優たち。『アリー／スター誕生』の舞台は音楽業界だ

が、37年版と54年版の舞台は映画業界だったという違いがある。



【設問13】

『アリー／スター誕生』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.  ウィリアム・A・ウェルマン

2.  ジョージ・キューカー

3.   フランク・ピアソン

4.  ブラッドリー・クーパー

解答：4.  ブラッドリー・クーパー

解説：『アリー／スター誕生』（19）は、４度目の映画化となった作品。選

択肢は過去作を監督した人物たち。『アリー／スター誕生』でブラッドリ

ー・クーパーは、初監督ながら製作・脚本・出演のほか、劇中歌も担当して

いるという多才ぶり。映画の舞台は音楽業界だが、ウィリアム・A・ウェル

マン監督の37年版とジョージ・キューカー監督の54年版の舞台は映画業界だ

ったという違いがある。



【設問14】

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』に登場する怪獣を、以下の中から

選びなさい。

1.   カネゴン

2.    ガメラ

3.   ギララ

4.   キングギドラ

解答：4.  キングギドラ

解説：キングギドラは東宝の『ゴジラ』シリーズに登場する怪獣で、ハリウ

ッド版ゴジラである『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』（19）に登場

している。カネゴンは「ウルトラQ」、ガメラは大映の『大怪獣ガメラ』

（65）、ギララは松竹の『宇宙怪獣ギララ』（67）に登場する怪獣。



【設問15】

『ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ』に出演している俳優を以下の中か

ら選びなさい。

1.   浅野忠信

2.   真田広之

3.   役所広司

4.   渡辺謙

解答：4.  渡辺謙

解説：選択肢は国際的にも活躍する俳優たち。浅野忠信は『マイティ・ソ

ー』シリーズや『沈黙－サイレンス－』（16）、真田広之は『ウルヴァリ

ン：SAMURAI』（13）や『ライフ』（17）、役所広司は『SAYURI』

（05）や『バベル』（07）といった海外作品に出演している。



【設問16】

『アベンジャーズ／エンドゲーム』に出演している俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.   浅野忠信

2.   真田広之

3.   役所広司

4.   渡辺謙

解答：2.  真田広之

解説：選択肢は国際的にも活躍する俳優たち。真田広之は『ラストサムラ

イ』（03）を機にハリウッド映画に進出したが、それ以前から香港映画に出

演するなど、海外でも注目されていた。『アベンジャーズ』シリーズを筆頭

とする「マーベル・シネマティック・ユニバース」作品に出演した日本人俳

優には、『マイティ・ソー』シリーズの浅野忠信もいる。



【設問17】

『ペット２』で声優デビューをしたハリソン・フォードが出演していない作

品を、以下の中から選びなさい。

1.   『エクスペンダブルズ３ ワールドミッション』

2.   『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』

3.   『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』

4.   『ブレードランナー　2049』

解答：3. 『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』

解説：ハリソン・フォードは1942年生まれ、『スター・ウォーズ』（77）の

ハン・ソロ役で人気俳優となった。『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・スト

ーリー』（18）はハン・ソロの若かりし時代を描いた作品で、演じたのはオ

ールデン・エアエンライク。ハリソン・フォードは出演していない。



【設問18】

2019年に公開された実写版『アラジン』で魔法のランプの魔人・ジーニーを演

じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  ウィル・スミス

2.   ダン・スティーヴンス

3.   ロビー・ベンソン

4.   ロビン・ウィリアムズ

解答：1. ウィル・スミス

解説：1992年のアニメ版でランプの魔人・ジーニーの声を演じたのがロビン・

ウィリアムズ。ダン・スティーヴンスは実写版『美女と野獣』（17）の野獣役

を演じ、ロビー・ベンソンは1991年のアニメ版で野獣の声を演じた俳優。



【設問19】

『スパイダーマン』シリーズで長編アニメーションとして映画化された作

品を、以下の中から選びなさい。

1.  『アメイジング・スパイダーマン』

2.  『スパイダーマン：スパイダーバース』

3.  『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』

4.  『スパイダーマン：ホームカミング』

解答：2. 『スパイダーマン：スパイダーバース』

解説：『スパイダーマン』シリーズはCG技術の進化によって、それまで不

可能とされた映像表現に挑戦してきた。かつては“映像化不可能”と言われ

ていた『スパイダーマン』シリーズだが、『スパイダーマン：スパイダーバ

ース』（18）では逆にアニメーションでしか成し得ない映像表現が評価さ

れ、アカデミー賞では長編アニメーション賞に輝いている。



【設問20】

実写版『ダンボ』のティム・バートン監督の作品を、以下の中から選びな

さい。

1.  『シザーハンズ』

2.  『ジャングル・ブック』

3.  『シンデレラ』

4.  『マレフィセント』

解答：1. 『シザーハンズ』

解説：ティム・バートン監督のキャリアは、ウォルト・ディズニー・スタ

ジオのアニメーション実習生からスタートしている。『ダンボ』（19）や

『アリス・イン・ワンダーランド』（10）を監督するなど、ディズニー作

品との縁が深い。『シザーハンズ』（90）は20世紀フォックスの作品だ

が、ダンボの耳と同様に、主人公の手がハサミであるという、“他人とは

異なる特徴”を描いている点で親和性がある。



【設問21】

『カメラを止めるな！』と『新感染 ファイナル・エクスプレス』に共通する

キーワードを、以下の中から選びなさい。

1.  狼男

2.  吸血鬼

3.  ゾンビ

4.  半魚人

解答：3. ゾンビ

解説：狼男や吸血鬼、半魚人といった1950年代に人気を博したホラー映画の

キャラクターに比べて、マイナーな存在だったゾンビ。ジョージ・A・ロメ

ロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』（68）で確立されたゾンビ

像が、ゾンビ映画自体を進化させた。その結果、『アイアムアヒーロー』

（16）や『バイオハザード』シリーズなど、多岐にわたる作品を生み出して

いった。



【設問22】

『レディ・プレイヤー１』に登場しなかった日本のキャラクターを、以

下の中から選びなさい。

1. 『AKIRA』の金田バイク

2.  「ウルトラマン」のウルトラマン

3.  『機動戦士ガンダム』のRX-78-2

4.  『ゴジラ』のメカゴジラ

解答：2. 「ウルトラマン」のウルトラマン

解説：スティーヴン・スピルバーグ監督の『レディ・プレイヤー１』に

は、「メイド・イン・ジャパン」のキャラクターが多数登場したことで

も話題になった。現在「ウルトラマン」は、海外の権利で問題を抱えて

いるため許諾を得ることができなかった（※）。『ゴジラ』は既にハリ

ウッド版が存在するが、『AKIRA』と『機動戦士ガンダム』はハリウッ

ドでの実写映画化が準備されている。

※ 「ウルトラマン」について監督は、「今回は権利を取るのが難しかっ
たが、許可が下りれば次回作でぜひ登場させたい」と語っている。



【設問23】

『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』の題材となっているモンスターを、以下

の中から選びなさい。

1.  ヴァンパイア

2.  狼男

3.  ゾンビ

4.  ミイラ

解答：4.  ミイラ

解説：2017年に公開され15億3000万円の興行収入を記録した、トム・クルーズ

主演の『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』（17）。“マミー”＝“Mummy”と

はミイラのこと。ホラー映画は1930年代に人気を博し、本作は『ミイラ再生』

（32）をリブートして制作された作品でもある。



【設問24】

『万引き家族』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.   今村昌平

2.   衣笠貞之助

3.   黒澤明

4.   是枝裕和

解答：4.   是枝裕和

解説：『万引き家族』（18）の是枝裕和、『うなぎ』（97）、『楢山節考』

（83）の今村昌平、『影武者』（80）の黒澤明、『地獄門』（53）の衣笠貞

之助、選択肢はすべてカンヌ国際映画祭で最高賞にあたる“パルム・ドール”を

受賞した歴代の監督たち。



【設問25】

『万引き家族』の出演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  内田也哉子

2.  内田裕也

3.  樹木希林

4.  本木雅弘

解答：3.  樹木希林

解説：2018年に逝去した樹木希林。出演作である『モリのいる場所』

（18）、『万引き家族』（18）、『日日是好日』（18）の３本が2018年に

公開されて、第92回キネマ旬報ベスト・テンの特別賞を受賞している。内

田裕也は夫、内田也哉子は娘、本木雅弘は内田也哉子の夫なので義理の息

子にあたる。



【設問26】

『カメラを止めるな！』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.   周防正行

2.  入江悠

3.  岩井俊二

4.  上田慎一郎

解答：4.  上田慎一郎

解説：上田慎一郎監督にとって『カメラを止めるな！』（17）は初の劇場公

開長編映画。選択肢の4人は、全て日本映画監督協会新人賞の歴代受賞者。

そういう意味でも、上田慎一郎監督がいかに将来を期待されている人材なの

かということがわかる。



【設問27】

『ちはやふる－結び－』に主演した俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  葵わかな

2.  永野芽郁

3.  広瀬すず

4.  芳根京子

解答：3.  広瀬すず

解説：選択肢はすべてNHK朝の連続テレビ小説でヒロインを演じた女優。

葵わかなは『青夏 きみに恋した30日』（18）、永野芽郁は『君は月夜に光

り輝く』（19）、芳根京子は『累－かさね－』（18）にそれぞれ主演する

など、映画の世界でも活躍している。



【設問28】

『不能犯』、『娼年』、『孤狼の血』に出演した俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.  松坂桃李

2.  松田翔太

3.   松田龍平

4.   松山ケンイチ

解答：1.  松坂桃李

解説：松坂桃李は2018年に『不能犯』（18）、『娼年』（18）、『孤狼の

血』（18）の３本に出演。第92回キネマ旬報ベスト・テンの助演男優賞、

第42回日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞など多くの映画賞に輝いた。

2019年も『居眠り磐音』（19）、『新聞記者』（19）、『蜜蜂と遠雷』

（19）など話題作に出演している。



【設問29】

『坂道のアポロン』、『海を駆ける』、『空飛ぶタイヤ』に出演した俳優

を、以下の中から選びなさい。

1.   大谷亮平

2.  ディーン・フジオカ

3.  葉山ヒロ

4.   矢野浩二

解答：2.  ディーン・フジオカ

解説：インドネシアで撮影が行われた『海を駆ける』（18）は、同地を拠点

として活動していたディーン・フジオカにとって縁深い作品。2018年は『海

を駆ける』のほか、『坂道のアポロン』（18）、『空飛ぶタイヤ』（18）３

本の映画に出演している。選択肢はアジア圏で活躍したのち、日本での評価

を得た“逆輸入俳優”と呼ばれた俳優たち。



【設問30】

細田守の監督作品を以下の中から選びなさい。

1.  『風立ちぬ』

2.  『この世界の片隅に』

3.  『STAND BY ME ドラえもん』

4.  『未来のミライ』

解答：4. 『未来のミライ』

解説：『未来のミライ』（18）は第91回アカデミー賞で長編アニメーション

賞にノミネートされたことが話題となった。選択肢はすべて日本アカデミー

賞で最優秀アニメーション映画賞を受賞した作品。



【設問31】

岩井俊二監督がテレビドラマとして演出した後に劇場公開された作品で、

2017年に長編アニメとして再映画化した作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』

2.  『ひるね姫～知らないワタシの物語～』

3.  『メアリと魔女の花』

4.   『夜は短し歩けよ乙女』

解答：1.  『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』

解説：『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』は1993年にテレビ

放送され、岩井俊二監督にテレビドラマとしては初の日本映画監督協会新人

賞をもたらし、1995年にはテレビ放映時にはなかったいくつかのカットを追

加し劇場公開された。アニメ版は『モテキ』（11）や『バクマン。』（15）

の大根仁監督が脚本を担当したことでも話題に。選択肢はすべて、第41回日

本アカデミー賞の優秀アニメーション作品。



【設問32】

『メアリと魔女の花』でメアリの声を担当した俳優を以下の中から選びなさ

い。

1.  杉咲花

2.  高畑充希

3.  花澤香菜

4.  広瀬すず

解答：1.  杉咲花

解説：杉咲花は『湯を沸かすほどの熱い愛』（16）で第90回キネマ旬報ベス

ト・テン助演女優賞、第40回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞に輝き、米

林宏昌監督の『思い出のマーニー』（14）でも声の出演をしている。選択肢

はすべて、第41回日本アカデミー賞の優秀アニメーション作品に声の出演をし

ている女優たち。高畑充希は『ひるね姫～知らないワタシの物語～』

（17）、広瀬すずは『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』

（17）、花澤香菜は『夜は短し歩けよ乙女』（17）と『打ち上げ花火、下か

ら見るか？横から見るか？』で声を担当している。



【設問33】

『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』の主演俳優を、以下の中

から選びなさい。

1.   シャーリーズ・セロン

2.   ジェニファー・ローレンス

3.   トム・クルーズ

4.   マット・デイモン

解答：3.  トム・クルーズ

解説：『007』シリーズなど、スパイ映画の主人公は男性であることが多かっ

たが、近年は変化を見せている。選択肢のシャーリーズ・セロンは『アトミ

ック・ブロンド』（17）で、ジェニファー・ローレンスは『レッド・スパロ

ー』（18）で、さらにはアンジェリーナ・ジョリーが『ソルト』（10）でス

パイを演じているように、女性がスパイ映画の主役を演じるという時代に変

化している。



【設問34】

ドウェイン・ジョンソンの主演作とは言えない作品を、以下の中から選びな

さい。

1.  『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』

2.   『スカイスクレイパー』

3.   『MEG ザ・モンスター』

4.   『ランペイジ　巨獣大乱闘』

解答：3.  『MEG ザ・モンスター』

解説：日本では2018年に『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』

（17）、『ランペイジ　巨獣大乱闘』（18）、『スカイスクレイパー』

（18）３本のドウェイン・ジョンソン主演の映画が公開された。『MEG 

ザ・モンスター』（18）の主演はジェイソン・ステイサム。ふたりは『ワイ

ルド・スピード／スーパーコンボ』（19）で共演している。



【設問35】

『オーシャンズ８』に出演していない俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   アン・ハサウェイ

2.   エマ・ストーン

3.   ケイト・ブランシェット

4.   サンドラ・ブロック

解答：2.  エマ・ストーン

解説：『オーシャンズ８』（18）に出演したサンドラ・ブロック、ケイト・

ブランシェット、アン・ハサウェイは、演技部門でのアカデミー賞受賞経験

者という共通点がある。男性キャストが中心だった『オーシャンズ』シリー

ズを、女性中心のキャストにするという点で時代の変化も読み取れる。エ

マ・ストーンは『ラ・ラ・ランド』（16）でアカデミー主演女優賞に輝いて

いるが、『オーシャンズ８』には参加していない。



【設問36】

ロバート・ダウニー・Jr.が主演した映画を、以下の中から選びなさい。

1.   『アイアンマン』

2.   『アントマン』

3.   『ドクター・ストレンジ』

4.   『マイティ・ソー』

解答：1.  『アイアンマン』

解説：選択肢は『アベンジャーズ』シリーズを中心とする「マーベル・シネ

マティック・ユニバース」の作品群。ロバート・ダウニー・Jr.はアイアンマ

ンを演じているが、『スパイダーマン：ホームカミング』（17）や『シビ

ル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（16）などの作品を横断して出演して

いるのも特徴。



【設問37】

『ジュラシック・ワールド／炎の王国』のクリス・プラットの出演作を、以

下の中から選びなさい。

1.   『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』

2.   『ドクター・ストレンジ』

3.   『ブラックパンサー』

4.   『マイティ・ソー』

解答：1.  『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』

解説：クリス・プラットは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（14）

のスター・ロード役で一躍注目を浴び、『ジュラシック・ワールド』

（15）、『マグニフィセント・セブン』（16）、『パッセンジャー』（16）

などの大作に次々と出演。また、『アベンジャーズ』シリーズを中心とする

「マーベル・シネマティック・ユニバース」作品にも、スター・ロード役で

参加している。



【設問38】

ベネディクト・カンバーバッチが主演した映画を、以下の中から選びなさ

い。

1.   『アントマン』

2.  『ブラックパンサー』

3.  『ドクター・ストレンジ』

4.  『マイティ・ソー』

解答：3.  『ドクター・ストレンジ』

解説：『ドクター・ストレンジ』（16）で主人公を演じたベネディクト・カ

ンバーバッチは、『アベンジャーズ』シリーズを中心とする「マーベル・シ

ネマティック・ユニバース」の作品群にもドクター・ストレンジ役として出

演。『イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密』（14）では

アカデミー主演男優賞候補となっている。彼が演じたアラン・チューリング

は、新たな50ポンド紙幣の肖像画に採用されることが2019年に発表されたば

かり。



【設問39】

『プーと大人になった僕』に関係のある作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『101匹わんちゃん』

2.  『くまのプーさん』

3.  『ジャングル・ブック』

4.   『ダンボ』

解答：2.  『くまのプーさん』

解説：『プーと大人になった僕』（18）はアニメ『くまのプーさん』シリー

ズ初の実写化作品。選択肢の作品は、それぞれディズニーのアニメーション

作品だが、実写映画化されているという共通点がある。近年ディズニーは、

自社の作品を実写化することで、ラインナップを充実させようという戦略を

展開している。



【設問40】

『マンマ・ミーア！ヒア・ウィ・ゴー』には、ある人気音楽グループのヒッ

ト曲が使用されている。該当するグループ名を、以下の中から選びなさい。

1.   ABBA

2.  エイス・オブ・ベイス

3.  カーディガンズ

4.  ロクセット

解答：1.  ABBA

解説：ABBAは1970年代から80年代初めに活躍した、男女４人で編成された

スウェーデンの音楽グループ。映画のタイトルにもなっている「マンマ・ミー

ア！」は1975年のヒット曲。選択肢はすべてスウェーデンから世界的なヒッ

ト曲を世に送り出した音楽グループ。



【設問41】

エディ・レッドメイン主演の『ファンタスティック・ビースト』シリーズは、

ある映画から派生したスピンオフ作品である。適切なシリーズ作品を、以下の

中から選びなさい。

1.  『ナルニア国物語』シリーズ

2.  『パーシー・ジャクソン』シリーズ

3.  『ハリー・ポッター』シリーズ

4.  『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ

解答：3.  『ハリー・ポッター』シリーズ

解説：エディ・レッドメイン演じる魔法使いのニュートを主人公にした『ファ

ンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』（16）から始まる新たなシリーズ

は、『ハリー・ポッター』の前日譚として約70年前の世界を描いている。そし

て、シリーズの原作者であるJ・K・ローリングが製作と脚本を手がけているの

も特徴。選択肢はすべて、ファンタジー小説を原作に映画化されたシリーズ作

品たち。



【設問42】

『グレイテスト・ショーマン』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   ジョン・トラヴォルタ

2.   ヒュー・ジャックマン

3.   ラッセル・クロウ

4.   リチャード・ギア

解答：2.  ヒュー・ジャックマン

解説：ヒュー・ジャックマンは『レ・ミゼラブル』（12）でも歌声を披露し

ていたが、ハリウッド俳優たちはダンスや踊りのスキルも高い。ジョン・

トラヴォルタは『グリース』（78）や『ヘアスプレー』（07）で、ラッセ

ル・クロウは『レ・ミゼラブル』で、リチャード・ギアは『シカゴ』（02）

で、ミュージカル作品に出演しているという共通点がある。



【設問43】

『ジョン・ウィック：チャプター２』の主演俳優を、以下の中から選びなさ

い。

1.   イアン・マクシェーン

2.   ウィレム・デフォー

3.   キアヌ・リーヴス

4.   ローレンス・フィッシュバーン

解答：3.  キアヌ・リーヴス

解説：製作総指揮としても参加した『ジョン・ウィック』（14）で、主人公を

演じたキアヌ・リーヴス。その5日後を描いた続編『ジョン・ウィック：チャ

プター2』（17）でも引き続きジョン・ウィック役を演じている。選択肢はす

べて、『ジョン・ウィック』シリーズの共演者だが、ローレンス・フィッシュ

バーンとキアヌは『マトリックス』シリーズでも共演している。



【設問44】

『ジオストーム』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   クライヴ・オーウェン

2.   ジェラルド・バトラー

3.   ヒュー・ジャクマン

4.   ラッセル・クロウ

解答：2.  ジェラルド・バトラー

解説：ジェラルド・バトラーは『オペラ座の怪人』（04）のファントム役で人

気を得て以来、『300＜スリーハンドレッド＞』（07）や『エンド・オブ・ホ

ワイトハウス』（13）などのヒット作に主演している。2018年に日本で公開さ

れた『ジオストーム』（17）は、公開初週で週間観客動員の１位となり、12億

4000万円の興行成績をあげるサプライズヒットとなった。



【設問45】

テレビドラマを基に映画化した作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『亜人』 

2.   『銀魂』 

3.   『昼顔』 

4.  『BLEACH』

解答：3.  『昼顔』

解説：『昼顔』（17）は上戸彩と斎藤工が共演した人気ドラマの“その後”を

描いた劇場版。『亜人』（17）、『銀魂』（17）、『BLEACH』（18）の3本

は漫画が原作。さらに、アニメ化され、劇場版も公開されているという共通点

がある。



【設問46】

ハリウッド映画を日本でリメイクした作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『50回目のファーストキス』

2.  『荒野の七人』

3.  『Shall We Dance？』

4.  『南極物語』

解答：1.  『50回目のファーストキス』

解説：山田孝之と長澤まさみ共演の『50回目のファーストキス』（18）は、

2005年に日本で公開されたハリウッド映画『50回目のファースト・キス』

（04）を日本でリメイクした作品。ハリウッド版はアダム・サンドラーとドリ

ュー・バリモアの共演だった。『荒野の七人』（60）、『Shall We Dance？』

（04）、『南極物語』（06）は、逆に日本映画がハリウッドでリメイクされ

た作品。



【設問47】

『ママレード・ボーイ』、『センセイ君主』、『先生！、、、好きになっても

いいですか？』の共通点を、以下の中から選びなさい。

1.   小説がオリジナルの原作である

2.   テレビドラマの映画化作品である

3.   テレビアニメの映画化作品である

4.   漫画がオリジナルの原作である

解答：4.  漫画がオリジナルの原作である

解説：「別冊マーガレット」に連載された漫画が原作の『センセイ君主』

（18）と『先生！、、、好きになってもいいですか？』（18）、「りぼん」に

連載された漫画が原作の『ママレード・ボーイ』（18）。この３本は2018年に

公開された。漫画を映画化する作品は近年では一つのジャンルとして確立され

ており、2018年は50本以上の作品が映像化されている。



【設問48】

菅田将暉が主演した映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『海賊とよばれた男』

2.  『忍びの国』

3.  『関ヶ原』

4.  『帝一の國』

解答：4. 『帝一の國』

解説：古屋兎丸の漫画を映画化した『帝一の國』（17）は2017年公開の作

品。この年、菅田将暉は『キセキ－あの日のソビト－』（17）、『銀魂』

（17）、『あゝ、荒野』（17）、『火花』（17）と５本の出演作品が公開さ

れる活躍をみせ、第91回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞、第41回日本ア

カデミー賞では最優秀主演男優賞に輝いている。



【設問49】

又吉直樹の芥川賞受賞作を菅田将暉主演で映画化した作品を、以下の中から選

びなさい。

1.  『あゝ、荒野』

2.  『銀魂』

3.  『帝一の國』

4.  『火花』

解答：4.  『火花』

解説：又吉直樹の小説「火花」は、第153回芥川賞を受賞。2017年に板尾創路

監督によって映画化された。菅田将暉は『キセキ－あの日のソビト』（17）、

『帝一の國』（17）、『銀魂』（17）、『あゝ、荒野』（17）、『火花』

（17）と、2017年に５本の出演作品が公開される活躍をみせ、第91回キネマ旬

報ベスト・テン主演男優賞、第41回日本アカデミー賞では最優秀主演男優賞に

輝いている。



【設問50】

菅田将暉が出演していない映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『アルキメデスの大戦』

2.  『海賊とよばれた男』

3.  『帝一の國』

4.  『となりの怪物くん』

解答：2.  『海賊とよばれた男』

解説：2019年の『アルキメデスの大戦』（19）、2018年の『となりの怪物く

ん』（18）、2017年の『帝一の國』（17）と、菅田将暉の主演映画は毎年公開

されている。2017年、菅田将暉は『キセキ－あの日のソビト』（17）、『帝一

の國』、『銀魂』（17）、『あゝ、荒野』（17）、『火花』（17）と５本の出

演作品が公開される活躍をみせ、第91回キネマ旬報ベスト・テン主演男優賞、

第41回日本アカデミー賞では最優秀主演男優賞に輝いている。



【設問51】

『22年目の告白－私が殺人犯です－』で連続殺人事件の犯人を名乗り出る男

を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   岩田剛典

2.   岡田将生

3.   小栗旬

4.   藤原竜也

解答：4.  藤原竜也

解説：『22年目の告白－私が殺人犯です－』（17）は、韓国映画『殺人の告

白』（12）を入江悠監督がリメイクした作品。ハリウッドの映画会社ワーナ

ーブラザースが“ローカルプロダクション（※）”として日本のマーケット向

けに製作した作品という特徴があり、岩田剛典主演の『去年の冬、きみと別

れ』（18）、岡田将生主演の『ストレイヤーズ・クロニクル』（15）、小栗

旬主演の『ミュージアム』（16）も同様の背景を持っている。

※ハリウッドのメジャースタジオなどが、支社のある国で、その国をター
ゲットにした映画を製作すること。



【設問52】

『僕だけがいない街』でタイムリープ能力を持つ男を演じた俳優を、以下の

中から選びなさい。

1.   岩田剛典

2.   岡田将生

3.   小栗旬

4.   藤原竜也

解答：4.  藤原竜也

解説：『僕だけがいない街』（16）は、三部けいの同名漫画がテレビアニメ

化をへて、映画化された作品。ハリウッドの映画会社ワーナーブラザース

が“ローカルプロダクション（※）”として日本のマーケット向けに製作した作

品という特徴がある。岩田剛典主演の『去年の冬、きみと別れ』（18）、岡

田将生主演の『ストレイヤーズ・クロニクル』（15）、小栗旬主演の『ミュ

ージアム』（16）、さらに藤原竜也が出演した『MONSTERZモンスターズ』

（14）や『藁の楯　わらのたて』（13）にも同様の背景がある。

※ハリウッドのメジャースタジオなどが、支社のある国で、その国をターゲッ
トにした映画を製作すること。



【設問53】

『デスノート　Light up the NEW world』でデスノート対策本部の特別捜査官を

演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  伊藤英明

2.  岩田剛典

3.  東出昌大

4.  吉沢亮

解答： 3.  東出昌大

解説：『デスノート　Light up the NEW world』（16）は、『デスノート the 

Last name』（06）の続編として製作された作品。ハリウッドの映画会社ワー

ナーブラザースが“ローカルプロダクション（※）”として日本のマーケット向

けに製作した作品という特徴があり、吉沢亮主演の『ママレード・ボーイ』

（18）、岩田剛典主演の『去年の冬、きみと別れ』（18）、伊藤英明主演の

『テラフォーマーズ』（16）、さらに2006年に公開された『デスノート』

（06）と『デスノート　the Last name』自体にも同様の背景がある。

※ハリウッドのメジャースタジオなどが、支社のある国で、その国をターゲッ
トにした映画を製作すること。



【設問54】

『君の膵臓をたべたい』でヒロインを演じた俳優を、以下の中から選びなさ

い。

1.   上白石萌歌

2.   上白石萌音

3.   浜辺美波

4.   山崎紘菜

解答：3. 浜辺美波

解説：浜辺美波は沢口靖子や長澤まさみを輩出した東宝の「シンデレラオー

ディション」出身。選択肢は浜辺美波がニュージェネレーション賞に輝いた年

の他の受賞者だという共通点があり、豊作の年だったことが窺える。上白石

姉妹はともに入賞したが、グランプリに輝いたのは妹の上白石萌歌だった。



【設問55】

『東京喰種　トーキョーグール』で主人公・カネキを演じた俳優を、以下の中

から選びなさい。

1.  蒼井優

2.  大泉洋

3.  窪田正孝

4.  清水富美加

解答：3. 窪田正孝

解説：選択肢はすべて、2017年に公開され、興行収入11億円を記録した『東京

喰種　トーキョーグール』（07）の出演者たち。窪田正孝は、続編『東京喰種　

トーキョーグール【S】』（19）でも、引き続き主人公・カネキ役を演じてい

る。



【設問56】

『三度目の殺人』で主人公の弁護士を演じた俳優を、以下の中から選びなさ

い。

1.  福山雅治

2.  満島真之介

3.  役所広司

4.  吉田鋼太郎

解答：1. 福山雅治

解説：選択肢は2017年に公開された是枝裕和監督の『三度目の殺人』（17 ）

に出演した俳優たち。主演の福山雅治は『そして父になる』（13）に続い

て、是枝裕和監督とタッグを組んだことも話題となり、興行収入14億6000万

円を記録するヒットとなった。



【設問57】

『パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊』でジャック・スパロウ役を

演じている俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  オーランド・ブルーム

2.  キーラ・ナイトレイ

3.  ジェフリー・ラッシュ

4.  ジョニー・デップ

解答：4. ジョニー・デップ

解説：選択肢はすべて、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの出演

者たち。１作目『パイレーツ・オブ・カリビアン／呪われた海賊たち』は

2003年に公開され大ヒットを記録。2017年に公開された『最後の海賊』ま

で、現在５作が製作されている。



【設問58】

『バイオハザード：ザ・ファイナル』に出演したタレントを、以下の中から

選びなさい。

1.  菊地凛子

2.  忽那汐里

3.  福島リラ

4.  ローラ

解答：4. ローラ

解説：選択肢はすべて、海外作品でも活躍する俳優たち。ローラはオーディ

ションで役を得て、生存者のひとりを演じている。また、中島美嘉が『バイ

オハザードⅣ アフターライフ』（10）と『バイオハザードⅤリトリビューシ

ョン』（12）出演している。



【設問59】

『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』に出演した香港のアクシ

ョンスターを、以下の中から選びなさい。

1.  ジャッキー・チェン

2.  チョウ・ユンファ

3.  ドニー・イェン

4.  ブルース・リー

解答：3. ドニー・イェン

解説：選択肢はすべて、香港映画界で活躍した映画スターたち。興行収入46

億3000万円を記録した『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』

（16）で、フォースを信奉する守護者・チアルートを演じたのはドニー・イェ

ン。ディズニーの長編アニメ映画『ムーラン』（98）の実写版への出演が待機

している。



【設問60】

ディズニーの実写版『美女と野獣』でベル役を演じた俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.  エマ・ストーン

2.  エマ・トンプソン

3.  エマ・ロバーツ

4.  エマ・ワトソン

解答：4. エマ・ワトソン

解説：日本でも大ヒットを記録した『美女と野獣』（17）は、124億円の興行

収入を稼ぎ出し、映画年間興行成績で１位となった。日本で公開されたミュー

ジカル映画・音楽映画の中で歴代1位の記録だったが、『ボヘミアン・ラプソ

ディ』（18）がこの記録を破ることとなった。



【設問61】

『キングコング：髑髏島の巨神』でフリーランスの傭兵を演じた俳優を、以

下の中から選びなさい。

1.  トム・セレック

2.  トム・ハンクス

3.  トム・ヒドルストン

4.  トム・ホランド

解答：3. トム・ヒドルストン

解説：興行収入20億円のヒットを記録した『キングゴング：髑髏島の巨神』

（17）は、『GODZILLA ゴジラ』（14）に続いてレジェンダリー・ピクチャ

ーズが企画した「モンスター・バース」シリーズの２作目として製作された

作品。その第３作目にあたるのが『ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ』

（19）で、シリーズ第４作では遂にキングコングとゴジラが対決することに

なる予定。



【設問62】

『エイリアン：コヴェナント』でアンドロイドのデヴィッドを演じている俳

優を、以下の中から選びなさい。

1.  マイケル・ケイン

2.  マイケル・ダグラス

3.  マイケル・ファスベンダー

4.  マイケル・パレ

解答：3. マイケル・ファスベンダー

解説：2017年に公開された『エイリアン：コヴェナント』（17）は、『プロ

メテウス』（12）の続編。リドリー・スコット監督が『エイリアン』（79）

の前日譚として自ら監督しているのが特徴。『プロメテウス』に引き続いて、

マイケル・ファスベンダーがアンドロイドのデヴィッドを演じている。



【設問63】

『ワンダーウーマン』でワンダーウーマン役を演じた俳優を、以下の中から選び

なさい。

1.  ガル・ガドット

2.  コニー・ニールセン

3.  パティ・ジェンキンス

4.  ロビン・ライト

解答：1. ガル・ガドット

解説：ガル・ガドットは1985年イスラエル出身の女優。『ワイルド・スピード

MAX』（09）でハリウッドデビューし、2017年にワンダーウーマンを演じてブ

レイクを果たした。選択肢のコニー・ニールセンとロビン・ライトは『ワンダー

ウーマン』（17）の出演者。パティ・ジェンキンスは監督した人物。女性監督

が監督した映画として歴代1位を記録した。



【設問64】

『ブレードランナー2049』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  トニー・スコット

2.  ドゥニ・ヴィルヌーヴ

3.  リドリー・スコット

4.  ルーク・スコット

解答：2. ドゥニ・ヴィルヌーヴ

解説：興行収入12億円のヒットを記録した『ブレードランナー2049』（17）

は、1982年に公開された『ブレードランナー』（82）35年ぶりの続編として

製作された。前作のリドリー・スコット監督は製作総指揮に回り、ハリソ

ン・フォードが引き続きデッカード役を演じたことでも話題に。トニーはリ

ドリーの弟、ルークはリドリーの息子で、共に映画監督である。



【設問65】

『IT／イット“それ”が見えたら、終わり』の原作者を、以下の中から選びなさ

い。

1.  カズオ・イシグロ

2.  スティーヴン・キング

3.  テッド・チャン

4.  マイケル・クライトン

解答：2. スティーヴン・キング

解説：スティーヴン・キングは“モダンホラーの帝王”と呼ばれるベストセラー

作家。『キャリー』（76）や『シャイニング』（80）といったホラー映画だけ

でなく、『スタンド・バイ・ミー』（86）や『ショーシャンクの空に』（94）

も彼の小説が原作。テレビドラマを含めると、100本以上の映像化作品があ

る。



【設問66】

ライアン・ゴズリングが主演したミュージカル映画のタイトルを、以下の中

から選びなさい。

1.  『10クローバーフィールド・レーン』

2.  『セッション』

3.  『ファースト・マン』

4.  『ラ・ラ・ランド』

解答：4. 『ラ・ラ・ランド』

解説：『ラ・ラ・ランド』（16）は第89回アカデミー賞でエマ・ストーンの

主演女優賞など複数の部門賞に輝いた作品。選他の択肢は、監督賞を受賞し

たデイミアン・チャゼル監督が手がけた作品。『10クローバーフィールド・

レーン』（16）では脚本を共同で手がけている。



【設問67】

クリストファー・ノーランが監督した戦争映画を、以下の中から選びなさ

い。

1.  『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男』

2.  『史上最大の作戦』

3.  『ダンケルク』

4.  『プライベート・ライアン』

解答：3. 『ダンケルク』

解説：『ダンケルク』（17）は第二次世界大戦初期を舞台にした戦争映画。
イギリス首相ウォンストン・チャーチルをゲイリー・オールドマンが演じてア
カデミー主演男優賞に導いた。『ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから
世界を救った男』（17）は、『ダンケルク』と同じ時期の出来事を描いてい
る。つまり、この２本を観れば、フランス側、イギリス側、複数の視点でダ
ンケルクの撤退が理解できるのだ。



【設問68】

メル・ギブソンが監督した戦争映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『硫黄島からの手紙』

2.  『父親たちの星条旗』

3.  『ハクソー・リッジ』

4.  『不屈の男　アンブロークン』

解答：3. 『ハクソー・リッジ』

解説：選択肢は、太平洋戦争を舞台に日本とアメリカの戦いを描いた作品。ク

リント・イーストウッドが監督した『父親たちの星条旗』（06）と『硫黄島か

らの手紙』（06）、アンジェリーナ・ジョリーが監督した『不屈の男 アンブロ

ークン』（14）など、俳優が監督した作品であるという共通点もある。



【設問69】

『君の名は。』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  新海誠

2.  高畑勲

3.  宮崎駿

4.  米林宏昌

解答：1.  新海誠

解説：2016年に公開された『君の名は。』は、興行収入250億円を記録し、日

本映画としては『千と千尋の神隠し』（01）の308億円に次いで歴代第２位に

ランキングされている。高畑勲、宮崎駿、米林宏昌はスタジオジブリ出身者だ

が、この３人はアカデミー長編アニメーション賞にノミネート経験があるとい

う共通点もある。



【設問70】 
『君の名は。』で音楽を担当したグループ名を、以下の中から選びなさい。 

1.  SEKAI NO OWARI 

2.  BUMP OF CHICKEN 

3.  RADWIMPS 

4.  ONE OK ROCK 

解答：3. RADWIMPS 

解説：2016年に公開された『君の名は。』は、興行収入250億円を記録し、

日本映画としては『千と千尋の神隠し』（01）の308億円に次いで歴代第２位

にランキングされている。RADWIMPSの主題歌「前前前世」は大ヒット。新

海誠監督の『天気の子』（19）でも、RADWIMPSは引き続き音楽を担当して

いる。



【設問71】

『君の名は。』で主人公・立花瀧の声を演じている俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.  神木隆之介

2.  上白石萌音

3.  谷花音

4.  成田凌

解答：1. 神木隆之介

解説：2016年に公開された『君の名は。』は、興行収入250億円を記録し、日

本映画としては『千と千尋の神隠し』（01）の308億円に次いで歴代第２位に

ランキングされている。選択肢は劇中の登場人物の声を担当した俳優たち。

神木隆之介は本作の他にも『ハウルの動く城』（04）、『サマーウォーズ』

（09）などでも長編アニメ映画の声優を担当している。



【設問72】

『この世界の片隅に』で主人公・すずの声を演じた俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.  北川景子

2.  のん

3.  広瀬すず

4.  松本穂香

解答：2. のん

解説：2016年に公開された『この世界の片隅に』は口コミで人気が広がり、

公開規模を拡大してロングラン上映を記録。興行収入も27億円を稼ぎ出し、

日本映画の年間興行成績でも10位となり、第90回キネマ旬報ベスト・テン日

本映画第1位にも輝いている。北川景子は日本テレビ版、松本穂香はTBS版

のドラマで、すず役を演じている。第90回キネマ旬報ベスト・テンでは第１

位、第40回日本アカデミー賞では最優秀アニメーション作品賞に輝いた。



【設問73】

『この世界の片隅に』の主な舞台となった場所を、以下の中から選びなさ

い。

1.  大阪府

2.  東京都

3.  長崎県

4.  広島県

解答：4. 広島県

解説：2016年に公開された『この世界の片隅に』は口コミで人気が広がり、

公開規模を拡大してロングランを記録。興行収入も27億円を稼ぎ出し、日本映

画の年間興行成績でも10位となった。作品の主な舞台となったのは広島県の

呉市。第90回キネマ旬報ベスト・テンでは第１位、第40回日本アカデミー賞

では最優秀アニメーション作品賞に輝いている。



【設問74】

のんが主人公・すずの声を演じた長編アニメーション映画を、以下の中から

選びなさい。

1.  『映画 聲の形』

2.  『この世界の片隅に』

3.  『たまこラブストーリー』

4.  『リズと青い鳥』

解答：2. 『この世界の片隅に』

解説：2016年に公開された『この世界の片隅に』は口コミで人気が広がり、

公開規模を拡大してロングランを記録。興行収入も27億円を稼ぎ出し、日本

映画の年間興行成績でも10位となった。第90回キネマ旬報ベスト・テンでは

第１位、第40回日本アカデミー賞では最優秀アニメーション作品賞に輝いて

いる。選択肢の『リズと青い鳥』（18）、『映画 聲の形』（16）、『たまこ

ラブストーリー』（14）を製作したのは京都アニメーションという共通点が

ある。



【設問75】

『貞子vs伽椰子』は人気ホラー映画のキャラクター同士が対決するという作

品だった。貞子と伽椰子の登場する映画の組み合わせとして適切なものを、

以下の中から選びなさい。

1.  『回路』と『女優霊』

2.  『呪怨』と『回路』

3.  『女優霊』と『リング』

4.  『リング』と『呪怨』

解答：4. 『リング』と『呪怨』

解説：貞子は『リング』（98）、伽椰子は『呪怨』（99）のキャラクター。
中田秀夫監督の『リング』と『女優霊』（96）、清水崇監督の『呪怨』、黒
沢清監督の『回路』（01）は、ハリウッドでリメイクされているという共通
点がある。



【設問76】

『ちはやふる』は2016年に「上の句」と「下の句」に分けて公開された。同

じように2部作として数ヶ月のうちに連続公開された映画を、以下の中から選

びなさい。

1.  『アイアムアヒーロー』

2.  『超高速！参勤交代』

3.  『ミュージアム』

4.  『64－ロクヨン－』

解答：4. 『64－ロクヨン－』

解説：『寄生獣』（14）と『寄生獣 完結編』（15）を始め、2014年の『るろ

うに剣心　京都大火編』（14）と『伝説の最期編』（14）、2015年の『進撃

の巨人 ATTACK ON TITAN』（15）と『ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワ

ールド』（15）、など、短い期間で2本連続公開するという興行スタイルが特

徴的だった時期があったが、連続して観なければならないことを観客が徐々

に受け入れなくなったからか、興行的に結果が出ないことも増え、こういっ

たスタイルでの興行は以前と比べて減少傾向にある。



【設問77】

当初から前後編の２部作として公開された作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『アンフェア the end』

2.  『寄生獣』

3.  『デスノート Light up the NEW world』

4.  『予告犯』

解答：2. 『寄生獣』

解説：2014年の『るろうに剣心　京都大火編』（14）と『伝説の最期編』

（14）、2015年の『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN』（15）と『ATTACK ON 

TITAN エンド オブ ザ ワールド』（15）、2016年の『64－ロクヨン－』など、

短い期間で2本連続公開するという興行スタイルが特徴的だった時期があった

が、連続して観なければならないことを観客が徐々に受け入れなくなったから

か、興行的に結果が出ないことも増え、こういったスタイルでの興行は以前と

比べて減少傾向にある。



【設問78】

庵野秀明が総監督と脚本を務め、樋口真嗣が監督と特技監督を務めた作品

を、以下の中から選びなさい。

1.  『進撃の巨人　ATTACK ON TITAN』

2.  『シン・ゴジラ』

3.  『日本沈没』

4.  『のぼうの城』

解答：2. 『シン・ゴジラ』

解説：2016年に公開され、興行収入82億5000万円を記録した『シン・ゴジ

ラ』（16）は、庵野秀明と樋口真嗣の２人がタッグを組んだことでも話題に

なったが、２人は全国を巡回した展覧会「館長 庵野秀明 特撮博物館」で上映

された短編『巨神兵東京に現わる』（12）などでもタッグを組んでいる。



【設問79】

『シン・ゴジラ』で日系三世のアメリカ大統領特使を演じた俳優を、以下の

中から選びなさい。

1.  石原さとみ

2.  市川実日子

3.  竹野内豊

4.  長谷川博己

解答：1.  石原さとみ

解説：2016年に公開され、興行収入82億5000万円を記録した『シン・ゴジ
ラ』（16）は、年間興行収入で『君の名は。』（16）に次ぐ２位だった。石
原さとみが演じたカヨコ・アン・パタースンは、英語交じりの会話をすると
いう設定。選択肢はすべて『シン・ゴジラ』の出演者たち。



【設問80】

『シン・ゴジラ』で主人公の内閣官房副長官を演じた俳優を、以下の中から

選びなさい。

1.  大杉漣

2.  竹野内豊

3.  長谷川博己

4.  平泉成

解答：3. 長谷川博己

解説：2016年に公開され、興行収入82億5000万円を記録した『シン・ゴジ

ラ』（16）は、年間興行収入でも『君の名は。』（16）に次ぐ２位だった。

選択肢はすべて『シン・ゴジラ』の出演者たち。大杉漣は内閣総理大臣、平

泉成は内閣総理大臣代理、竹野内豊は内閣総理大臣補佐官を演じた。



【設問81】

マット・デイモンが火星に置き去りにされた宇宙飛行士を演じた映画を、以

下の中から選びなさい。

1.  『オデッセイ』

2.  『グレート・ウォール』

3.  『ジェイソン・ボーン』

4.  『ダウンサイズ』

解答：1.『オデッセイ』

解説：日本では2016年に公開され35億4000万円の興行収入を記録した『オデ

ッセイ』（15）は、『エイリアン』（79）や『ブレードランナー』（82）な

どのSF映画を手掛けてきたリドリー・スコット監督の作品。マット・デイモ

ンは前年の『インターステラー』（14）でも惑星に取り残されたキャラクタ

ーを演じていた。



【設問82】

幽霊退治の専門会社を立ち上げた女性たちの活躍を描いた2016年の映画を、

以下の中から選びなさい。

1.  『ゴースト・イン・ザ・シェル』

2.  『ゴーストバスターズ』

3.  『ゴースト・ハンターズ』

4.  『ゴーストライダー』

解答：2. 『ゴーストバスターズ』

解説：2016年に公開された『ゴーストバスターズ』（16）は興行収入12億

4000万円を記録。1984年に公開された『ゴーストバスターズ』（84）を再映

画化した作品で、ダン・エイクロイド、ビル・マーレイなどのオリジナルキャ

ストがカメオ出演したことでも話題に。



【設問83】

アレクサンダー・スカルスガルドがターザンを演じた2016年の映画を、以下の

中から選びなさい。

1.  『グレイストーク－類人猿の王者－ターザンの伝説』

2.  『ターザン　ニューヨークへ行く』

3.  『ターザン：REBORN』

4.  『類猿人ターザン』

解答：3. 『ターザン：REBORN』

解説：選択肢はすべて歴代ターザン映画のタイトル。ターザン映画は、サイレ

ント映画の時代から60本以上の作品が製作されてきたという歴史がある。

『ターザン：REBORN』（16）では、アレクサンダー・スカルスガルド演じ

るターザンと、マーゴット・ロビー演じるジェーンが結婚した後の出来事が

描かれ、自由自在なカメラワークでアクションを撮影している点も出色だっ

た。



【設問84】 
『デッドプール』で主人公デッドプールを演じている俳優を、以下の中から選

びなさい。 

1.  クリス・エヴァンス 

2.  クリス・パイン 

3.  ライアン・ゴズリング 

4.  ライアン・レイノルズ 

解答：4. ライアン・レイノルズ 

解説：ライアン・レイノルズは『ウルヴァリン：X-MEN ZERO』（09）でも

デッドプール役を演じているが、『デッドプール』（16）ではプロデューサー

も兼任している。ライアン・レイノルズとライアン・ゴズリングは名前だけで

なく外見も似ていることがネットで話題に。本人たちが「お互いカナダ人だか

ら」と自虐的な発言をするまでになっている。



【設問85】 

『キャプテン・マーベル』でキャプテン・マーベルを演じた俳優を、以下の中

から選びなさい。 

1.  シアーシャ・ローナン 

2.  フェリシティ・ジョーンズ 

3.  ブリー・ラーソン 

4.  マーゴット・ロビー 

解答：3. ブリー・ラーソン 

解説：ブリー・ラーソンは、2016年に日本で公開された『ルーム』（15）

で、第88回アカデミー賞の主演女優賞に輝いた。音楽の世界でも2005年にメ

ジャーデビューするなど、多才ぶりを発揮。受賞後は『キングコング：髑髏島

の巨神』（17）に出演し、『キャプテン・マーベル』（19）で「マーベル・

シネマティック・ユニバース」へ参加することになった。



【設問86】

『ヘイトフル・エイト』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  イーライ・ロス

2.  クエンティン・タランティーノ

3.  ロジャー・エイヴァリー

4.  ロバート・ロドリゲス

解答：2. クエンティン・タランティーノ

解説：2016年に日本で公開された『ヘイトフル・エイト』（15）は、『キル・
ビルVol.1 (03)／『Vol.2』 (04) 』をひとつの作品とカウントするとクエンティ
ン・タランティーノ監督にとって8本目の長編映画となる。それまでの監督作品
で音楽を引用してきたエンンニオ・モリコーネが、監督の念願叶って本作では
オリジナル音楽を担当。アカデミー賞では長年無冠だったモリコーネに、初の
アカデミー作曲賞をもたらした。



【設問87】

トム・ハンクス主演のシリーズとは関係のない作品を、以下の中から選びなさ

い。

1.  『インフェルノ』

2.  『ダ・ヴィンチ・コード』

3.  『天使と悪魔』

4.  『ブリッジ・オブ・スパイ』

解答：4. 『ブリッジ・オブ・スパイ』

解説：ダン・ブラウンの小説を映画化した『ダ・ヴィンチ・コード』

（06）、『天使と悪魔』（09）、『インフェルノ』（16）で、トム・ハンクス

は主人公のロバート・ラングドン教授を演じている。スティーヴン・スピルバ

ーグ監督の『ブリッジ・オブ・スパイ』（15）で演じているのは弁護士。



【設問88】

オリヴァー・ストーン監督が実際の事件の当事者を実名で描いた2016年の映

画を、以下の中から選びなさい。

1.  『スノーデン』

2.  『スポットライト　世紀のスクープ』

3.  『ニュースの真相』

4.  『マネー・ショート　華麗なる大逆転』

解答：　1. 『スノーデン』

解説：2017年に日本で公開された『スノーデン』（16）は、2013年にアメリ

カ国家安全保障局員のエドワード・スノーデンが内部の機密情報を暴露した

事件を描いた作品。ジョセフ・ゴードン＝レヴィットがスノーデンを演じて

いる。事実を基にしているとは言え、スノーデン本人が登場することで現実

とフィクションの境が曖昧になる点も秀逸。選択肢はすべて実際の事件を題

材にした2016年公開の作品。



【設問89】

『007 スペクター』でジェームズ・ボンド役を演じている男優を、以下の中か

ら選びなさい。

1.  ショーン・コネリー

2.  ダニエル・クレイグ

3.  ピアース・ブロスナン

4.  ロジャー・ムーア

解答：2. ダニエル・クレイグ

解説：選択肢は歴代のボンド俳優。ダニエル・クレイグは第21作『カジノ・ロ

ワイヤル』（06）からボンド役を務め、『スペクター』（15）は4作目。出演

本数はロジャー・ムーアが7本で最多だが、役を演じている期間ではダニエ

ル・クレイグが2019年現在で最長となっている。



【設問90】

『バットマンvsスーパーマン　ジャスティスの誕生』でバットマンを演じた俳

優を、以下の中から選びなさい。

1.  クリスチャン・ベール

2.  ジョージ・クルーニー

3.  ベン・アフレック

4.  マイケル・キートン

解答：3. ベン・アフレック

解説：2016年に公開され、興行収入18億6000万円を記録した『バットマンvs

スーパーマン ジャスティスの誕生』（16）。バットマンをベン・アフレッ

ク、『マン・オブ・スティール』（13）に続いてスーパーマンをヘンリー・カ

ヴィルが演じている。選択肢はすべて、歴代のバットマン俳優。



【設問91】

ロバート・ゼメキス監督の『ザ・ウォーク』で実在の人物フィリップ・プティ

を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

2.  スティーヴ・カレル

3.  デンゼル・ワシントン

4.  ブラッド・ピット

解答：1. ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

解説：日本では2016年に公開された『ザ・ウォーク』。主人公の大道芸人フ

ィリップ・プティの犯罪芸術（「綱渡り」）は、第81回アカデミー賞で長編

ドキュメンタリー賞に輝いた『マン・オン・ワイヤー』（08）でも描かれてい

る。選択肢は、『フライト』（12）のデンゼル・ワシントン、『マリアンヌ』

（16）のブラッド・ピット、『マーウェン』（18）のスティーヴ・カレルすべ

て、過去のロバート・ゼメキス監督作品の主演俳優たち。



【設問92】

吉田秋生の同名漫画を綾瀬はるか主演で映画化した作品を、以下の中から選び

なさい。

1.  『海街diary』

2.  『吉祥天女』

3.  『櫻の園』

4.  『BANANA FISH』

解答：1. 『海街diary』

解説：選択肢はすべて映像化されたことのある吉田秋生作品。2015年に公開さ

れた是枝裕和監督の『海街diary』（15）は、カンヌ国際映画祭のコンペティシ

ョン部門に選ばれた。綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆が三姉妹を演じ、異母妹

の“すず”を、奇しくも同じ名前を持った広瀬すずが演じている。



【設問93】

佐藤健と神木隆之介が漫画家志望の高校生を演じた作品を、以下の中から選

びなさい。

1.  『ゲゲゲの女房』

2.  『これでいいのだ！！映画★赤塚不二夫』

3.  『トキワ荘の青春』

4.  『バクマン。』

解答：4. 『バクマン。』

解説：2015年に公開された大根仁監督の『バクマン。』は「DEATH NOTE」

の原作・大場つぐみ、作画・小畑健のコンビによる同名漫画の実写映画化作

品。選択肢はすべて漫画の創作現場が題材となった作品。ひたすら漫画を描

き続けるという単調な姿を、映像でどのように表現するかという点で監督の

演出手腕が試される作品だという共通点もある。



【設問94】 
『バクマン。』で漫画家を目指す高校生コンビを演じた俳優の組み合わせで正

しいものを、以下の中から選びなさい。 

1.  瑛太と松田龍平 

2.  大泉洋と松田龍平 

3.  佐藤健と神木隆之介 

4.  菅田将暉と桐谷健太 

解答：3. 佐藤健と神木隆之介 

解説：2015年に公開された大根仁監督の『バクマン。』は「DEATH 

NOTE」の原作・大場つぐみ、作画・小畑健のコンビによる同名漫画の実写映

画化作品。選択肢のコンビは、『まほろ駅前多田便利軒』（11）の瑛太と松

田龍平、『探偵はBARにいる』（11）の大泉洋と松田龍平、『火花』（17）

の菅田将暉と桐谷健太。



【設問95】 

『映画 ビリギャル』で大学受験を目指す女子高生を演じた俳優を、以下の中

から選びなさい。 

1.  有村架純 

2.  高畑充希 

3.  土屋太鳳 

4.  吉高由里子 

解答：1.  有村架純 

解説：連続テレビ小説「あまちゃん」で小泉今日子の青年期を演じて注目を浴

びた有村架純は、2015年に『映画 ビリギャル』（15）と『ストロボ・エッ

ジ』（15）に主演。『思い出のマーニー』（14）では声の出演を果たすな

ど、以降、毎年のように主演作が公開されている。選択肢はすべてNHK朝の連

続テレビ小説でヒロインを演じた女優たち。



【設問96】

『新宿スワン』で歌舞伎町のスカウトマンを演じた俳優を、以下の中から選

びなさい。

1.  綾野剛

2.  鈴木亮平

3.  玉木宏

4.  玉山鉄二

解答：1.  綾野剛

解説：連続テレビ小説「カーネーション」で尾野真千子の相手役を演じて、

登場回数が僅かながらも強烈な印象を残して知名度を上げた綾野剛。『そこ

のみにて光り輝く』（14）では第88回キネマ旬報ベスト・テンの主演男優賞

に輝いている。選択肢はすべてNHK朝の連続テレビ小説でヒロインの相手役

を演じたことのある俳優たち。



【設問97】

『百円の恋』でボクサーを目指す主人公を演じた俳優を、以下の中から選び

なさい。

1.  安藤サクラ

2.  永野芽郁

3.  吉高由里子

4.  芳根京子

解答：1. 安藤サクラ

解説：連続テレビ小説「まんぷく」でヒロインを演じた安藤サクラ。『百円

の恋』（14）では第88回キネマ旬報ベスト・テンの主演女優賞、第39回日本

アカデミー賞では最優秀主演女優賞など国内の映画賞を総なめにした。選択

肢はすべてNHK朝の連続テレビ小説でヒロインを演じた女優たち。



【設問98】

『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』でカイロ・レン役を演じた俳優を、

以下の中から選びなさい。

1.  アダム・ドライバー

2.  オスカー・アイザック

3.  ジョン・ボイエガ

4.  デイジー・リドリー

解答：1. アダム・ドライバー

解説：2015年に公開され興行収入116億3000万円を記録した『スター・ウォー

ズ／フォースの覚醒』（15）は、年末の公開だったため2016年分として算出

され、外国映画の興行収入で１位となっている。選択肢は『スター・ウォー

ズ／フォースの覚醒』以降のメインキャストたち。



【設問99】

『キングスマン』でコリン・ファース演じるキングスマンにスカウトされる青

年を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  アンセル・エルゴート

2.  タロン・エガートン

3.  ティモシー・シャラメ

4.   デイン・デハーン

解答：2. タロン・エガートン

解説：『キングスマン』（15）と続編『キングスマン：ゴールデン・サーク
ル』（18）で、エグジー役を演じて注目を浴びたタロン・エガートン。2019年
にはロビン・フッドを演じた『フッド：ザ・ビギニング』（18）、エルトン・
ジョンを演じたミュージカル伝記映画『ロケットマン』（19）が立て続けに日
本で公開される。



【設問100】

『マイ・インターン』でアン・ハサウェイ演じる主人公が採用する老人を演じ

た俳優を、以下の中から選びなさい。

1. アル・パチーノ

2.  ジーン・ハックマン

3.  ダスティン・ホフマン

4.  ロバート・デ・ニーロ

解答：4.  ロバート・デ・ニーロ

解説：2015年に公開され興行収入17億5000万円を記録した『マイ・インター

ン』。ロバート・デ・ニーロは『ゴッドファーザーPARTⅡ』（74）でアカデ

ミー助演男優賞、『レイジング・ブル』（80）で主演男優賞に輝いている名

優。マーティン・スコセッシ監督とのコンビでも知られており、2019年は２人

が組んだ『アイリッシュマン』（19）が控えている。



【設問101】

『ゴーン・ガール』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ジェームズ・キャメロン

2.  ジャン＝ピエール・ジュネ

3.  デヴィッド・フィンチャー

4.  ポール・W・S・アンダーソン

解答：3. デヴィッド・フィンチャー

解説：2014年に公開され興行収入11億7000万円を記録した『ゴーン・ガール』
（14）は、原作者のギリアン・フリンが脚本を手がけているのも特徴。デ
ヴィッド・フィンチャーの映画監督デビュー作品は『エイリアン3』。選択肢は
すべて『エイリアン』関連作品を監督した人物たち。



【設問102】

『バードマン　あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』の監督を、以下の

中から選びなさい。

1.   アルフォンソ・キュアロン

2.  アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

3.  ギジェルモ・アリアガ

4.  ギレルモ・デル・トロ

解答：2. アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

解説：第87回アカデミー賞で作品賞など４部門を受賞した『バードマン　ある

いは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャ

リトゥは、本作でアカデミー監督賞を受賞している。選択肢はメキシコ出身の

映画監督たち。アルフォンソ・キュアロンとギレルモ・デル・トロもアカデミ

ー監督賞を受賞しており、メキシコ映画界の勢いを印象付ける。



【設問103】 

『インヒアレント・ヴァイス』のポール・トーマス・アンダーソン監督の作品

を、以下の中から選びなさい。 

1.  『SOMEWHERE』 

2.  『ダンサー・イン・ザ・ダーク』 

3.  『パルプ・フィクション』 

4.  『マグノリア』 

解答： 4.  『マグノリア』 

解説：ポール・トーマス・アンダーソンは、ベルリン国際映画祭で『マグノリ

ア』（99）が金熊賞、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（07）が銀熊賞を受

賞。また、『パンチ・ドランク・ラブ』（02）がカンヌ国際映画祭監督賞、

『ザ・マスター』（12）がヴェネチア国際映画祭銀獅子賞に輝くなど、世界三

大国際映画祭で監督賞に当たる賞をすべて受賞しているという世界的にも稀有

な存在。



【設問104】 

命を宿したぬいぐるみのテディベアとマーク・ウォルバーグ演じる中年のコ

ンビが巻き起こす騒動を描いた映画を、以下の中から選びなさい。 

1.   『テッド』 

2.  『ピクセル』 

3.  『ベイマックス』 

4.  『ミニオンズ』 

解答：1. 『テッド』 

解説：日本で2013年に公開された『テッド』（12）は、「日本ではアメリカ
のコメディはヒットしない」と言われてきた中、42億円の興行収入を記録して
洋画の年間興行成績で3位にランキングするサプライズヒットとなった。そし
て、2015年には続編『テッド２』（15）が公開され、こちらも年間10位にラ
ンキングされるヒットとなっている。



【設問105】

アダム・サンドラーが「パックマン」や「ドンキーコング」などテレビゲーム

のキャラクターと戦う2015年の映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『トロン：レガシー』

2.  『ニンジャバットマン』

3.  『ピクセル』

4.  『LEGO（R） ムービー』

解答：3. 『ピクセル』

解説：2015年に公開され興行収入10億6000万円を記録した『ピクセル』（15）

には、「スペースインベーダー」や「テトリス」といった懐かしのゲームのキ

ャラクターも登場。もともとは2010年に製作された同名の短編映画を原案に、

『ホーム・アローン』（90）、『ホーム・アローン2』（92）や『ハリー・ポ

ッターと賢者の石』（01）、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』（02）のクリ

ス・コロンバス監督がハリウッド大作に仕上げている。



【設問106】

ディズニーが描いてきた“おとぎ話”のその後を、シンデレラ、ラプンツェ

ル、赤ずきんなどの“おとぎ話”の主人公たち共演で描いた作品を、以下の中

から選びなさい。

1.  『イントゥ・ザ・ウッズ』

2.  『ジャックと天空の巨人』

3.  『BFG：ビッグ・フレンドリー・ジャイアント』

4.  『マレフィセント』

解答：1. 『イントゥ・ザ・ウッズ』

解説：2015年に日本で公開され、興行収入23億8000万円を記録した『イント

ゥ・ザ・ウッズ』（14）は、ブロードウェイ・ミュージカルの映画化作品。

『シカゴ』（02）のロブ・マーシャル監督のもと、メリル・ストリープ、ジ

ョニー・デップ、エミリー・ブラントなどの豪華共演も話題となった。



【設問107】

クリント・イーストウッド監督がイラク戦争に従軍したクリス・カイルの自伝

を映画化した作品を、以下の中から選びなさい。

1.   『15時17分、パリ行き』

2.  『アメリカン・スナイパー』

3.  『運び屋』

4.  『ハドソン川の奇跡』

解答：2. 『アメリカン・スナイパー』

解説：日本では2015年に公開された『アメリカン・スナイパー』（14）は、ア

メリカで3億5000万ドルの興行収入を稼ぎ出し、公開当時は歴代戦争映画とし

て最高の興行収入額を記録した。選択肢はすべてクリント・イーストウッドの

監督作品。『インビクタス／負けざる者たち』（09）以降の監督作品は、すべ

て実話を基にしているという共通点がある。また、クリント・イーストウッド

監督作品はキネマ旬報ベスト・テン外国映画第1位に数多く輝いており、選択

肢の『ハドソン川の奇跡』（16）も第90回の外国映画第1位作品。



【設問108】

クリント・イーストウッド監督が実際の飛行機事故を題材にした作品を、以下

の中から選びなさい。

1.  『15時17分、パリ行き』

2.  『アメリカン・スナイパー』

3.  『運び屋』

4.  『ハドソン川の奇跡』

解答：4. 『ハドソン川の奇跡』

解説：2016年に公開された『ハドソン川の奇跡』（16）で、主演のトム・ハン
クスは奇跡の生還劇を成し遂げた機長チェスリー・サレンバーガーを演じてい
る。選択肢はすべてクリント・イーストウッドの監督作品。『インビクタス／
負けざる者たち』（09）以降の監督作品は、すべて実話を基にしているという
共通点がある。また、クリント・イーストウッド監督作品はキネマ旬報ベス
ト・テン外国映画第1位に数多く輝いており、選択肢の『ハドソン川の奇跡』
（16）も第90回の外国映画第1位作品。



【設問109】

クリント・イーストウッド監督が実際の銃乱射テロ事件を映画化した作品

を、以下の中から選びなさい。

1.  『15時17分、パリ行き』

2.  『アメリカン・スナイパー』

3.  『運び屋』

4.  『ハドソン川の奇跡』

解答：1.  『15時17分、パリ行き』

解説：2018年に公開された『15時17分、パリ行き』（18）は、2015年にフラ

ンスの高速鉄道で発生したテロ事件を描いているが、列車に乗っていた実際

の乗客が主人公を演じているという驚きのアイディアで話題となった。選択

肢はすべてクリント・イーストウッドの監督作品。『インビクタス／負けざ

る者たち』（09）以降の監督作品は、すべて実話を基にしているという共通

点がある。また、クリント・イーストウッド監督作品はキネマ旬報ベスト・

テン外国映画第1位に数多く輝いており、選択肢の『ハドソン川の奇跡』

（16）も第90回の外国映画第1位作品。



【設問110】

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でマックスを演じた俳優を、以下

の中から選びなさい。

1.  シャーリーズ・セロン

2.  トム・ハーディ

3.  ニコラス・ホルト

4.  メル・ギブソン

解答：2. トム・ハーディ

解説：1979年に公開されたメル・ギブソン主演『マッドマックス』（79）の

4作目にあたる『怒りのデス・ロード』（15）で、新たにマックス役を演じ

たのはトム・ハーディ。ジョージ・ミラーは4作すべての監督を担当してい

る。また、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』（15）は第89回キネマ

旬報ベスト・テン外国映画第1位に輝いている。



【設問111】

『ヴェノム』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1. エリック・バナ

2.  ジョエル・エドガートン

3.  トム・ハーディ

4.  マーク・ストロング

解答：3. トム・ハーディ

解説：『インセプション』（10）で国際的にも注目を浴びたトム・ハーディ

は、『マッドマックス　怒りのデス・ロード』（15）のマックス役で人気を

不動のものとした。『レヴェナント：蘇えりし者』（15）ではアカデミー助

演男優賞候補となるなど、演技の面でも評価が高い。選択肢は過去にトム・

ハーディと共演経験のある俳優たち。



【設問112】

『ターミネーター：新起動・ジェニシス』でターミネーターを演じている俳

優を、以下の中から選びなさい。

1.  アーノルド・シュワルツェネッガー

2.  クリスタナ・ローケン

3.  クリスチャン・ベール

4.  ロバート・パトリック

解答：1.  アーノルド・シュワルツェネッガー

解説：アーノルド・シュワルツェネッガーは、2015年に公開された『ターミ

ネーター：新起動：ジェニシス』（15）で、『ターミネーター３』（03）以

来となるターミネーター役を演じている。彼は2003年から2011年までカリフ

ォルニア州知事を務めていたため俳優業を休止。『ターミネーター４』

（09）ではCG合成された姿で出演している。ロバート・パトリックは『ター

ミネーター２』（91）で、クリスタナ・ローケンは『ターミネーター３』で

新型ターミネーターを演じている。また、クリスチャン・ベールは『ターミ

ネーター４』でジョン・コナー役を演じている。



【設問113】

『万引き家族』が最高賞“パルム・ドール”を受賞した映画祭を、以下の中から

選びなさい。

1.  ヴェネチア国際映画祭

2.  カンヌ国際映画祭

3.  東京国際映画祭

4.  ベルリン国際映画祭

解答：2.  カンヌ国際映画祭

解説：“パルム・ドール”はカンヌ国際映画祭の最高賞の名称。ヴェネチアは金

獅子賞、ベルリンは金熊賞、東京は東京グランプリ（2018年現在）と、それぞ

れの名称がある。 また、ヴェネチア・カンヌ・ベルリンは＜三大国際映画祭

＞と呼ばれている。



【設問114】

『トイ・ストーリー』シリーズで移動遊園地が舞台となる作品を、以下の中

から選びなさい。

1.  『トイ・ストーリー』

2.  『トイ・ストーリー２』

3.  『トイ・ストーリー３』

4.  『トイ・ストーリー４』

解答：『トイ・ストーリー４』

解説：『トイ・ストーリー』はシリーズを経るごとに作品で描かれる舞台が

変化している点も特徴のひとつ。本来は自由に動けないおもちゃたちによる

冒険に説得力を持たせるため、『トイ・ストーリー』（95）では、おもちゃ

の持ち主であるアンディの自宅周辺が主な舞台だった。それが最新作『ト

イ・ストーリー４』（19）では、おもちゃたちが家族旅行に同行すること

で、世界観に広がりを生んでいることがわかる。とかくシリーズ物はマンネ

リ化しやすい傾向にあるが、この点にシリーズを継続させる工夫を感じさせ

るのである。



【設問115】

『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』でホブスとショウを演じている俳優

の組み合わせを、以下の中から選びなさい。

1.  ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズ

2.  ジャッキー・チェンとクリス・タッカー

3.  ドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサム

4.  メル・ギブソンとダニー・グローバー

解答：3.  ドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサム

解説：『ワイルド・スピード・スーパー・コンボ』（19）の原題は

『Fast&Furious Presents：Hobbs & Show』で、シリーズから派生したスピンオフ

作品になる。今回は敵対していたホブスとショウのバディムービーになるのが

ポイント。選択肢は『メン・イン・ブラック』（97）のウィル・スミスとトミ

ー・リー・ジョーンズ、『ラッシュアワー』（98）のジャッキー・チェンとク

リス・タッカー、『リーサル・ウェポン』（87）のメル・ギブソンとダニー・

グローバーのコンビ。



【設問116】

台湾映画『あの頃、君を追いかけた』の日本版リメイクでヒロインを演じた人

物を、以下の中から選びなさい。

1.  生田絵梨花

2.  齋藤飛鳥

3.  白石麻衣

4.  西野七瀬

解答：2.  齋藤飛鳥

解説：日本では2013年に公開された台湾映画『あの頃、君を追いかけた』

（11）は乃木坂46の齋藤飛鳥主演で2018年に日本でリメイクされた。選択肢は

乃木坂46のメンバーが参加した映画『あさひなぐ』（17）の出演者たち。齋藤

飛鳥は舞台版「あさひなぐ」に主演しているが、映画版には出演していない。



【設問117】 

映画『セトウツミ』で菅田将暉が演じる瀬戸小吉の相棒・内海想を演じてい

る俳優を、以下の中から選びなさい。 

1.  池松壮亮 

2.  清原果耶 

3.  高杉真宙 

4.  中条あやみ 

解答：1.  池松壮亮 

解説：2016年に公開された大森立嗣監督の『セトウツミ』（16）は、此元和

津也の同名漫画を映画化した作品。2017年にはドラマ化され、高杉真宙が内

海想を演じている。また、映画版では中条あやみが演じているヒロインの樫

村役を、ドラマ版では清原果耶が演じている。



【設問118】

『ボヘミアン・ラプソディ』のフレディ・マーキュリーがボーカルを担当し

たロックバンド名を、以下の中から選びなさい。

1.  クイーン

2.  デュラン・デュラン

3.  U2

4.  ワム！

解答：1. クイーン

解説：選択肢はクイーンと同時期に活躍した英国グループ（デュオ）。彼ら

はクイーンと同様に、『ボヘミアン・ラプソディ』（18）のクライマックス

となった“ライブエイド”に出演したという共通点がある。



【設問119】

アクアマンが登場しない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『アベンジャーズ／エンドゲーム』

2.  『ジャスティス・リーグ』

3.  『スーサイド・スクワッド』

4.  『バットマンVSスーパーマン　ジャスティスの誕生』

解答：1. 『アベンジャーズ／エンドゲーム』

解説：日本では2019年に公開されたジェイソン・モモア主演の『アクアマ

ン』（18）。アクアマンは単独作品以前、既に選択肢のDCコミックス作品に

登場している。いっけんするとトリビアを必要とする難解な問題のようだが、

『アベンジャーズ／エンドゲーム』（19）だけマーベル作品なので、マーベル

作品とDCコミックス作品の違いが判れば解答できる問題となっている。重要

なのは、どのヒーローキャラがどの作品に登場しているのか？ということで

はなく、現在ハリウッドでは続編やスピンオフ作品などをクロスオーバーに

よって製作するという傾向があるという点。ちなみに『スーサイド・スクワッ

ド』（16）には写真で出演している。



【設問120】

2018年に『孤狼の血』、『止められるか、俺たちを』、『サニー／３２』、3

本の作品を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.  白石和彌

2.  中野量太

3.  濱口竜介

4.  深田晃司

解答：1. 白石和彌

解説：選択肢は国際的にも評価されている現在活躍がめざましい40代前後の
映画監督たち。白石和彌監督は2019年も『麻雀放浪記2020』、（19）『凪待
ち』（19）、『ひとよ』（19）の3本が公開され、テレビドラマ「フルーツ宅
配便」の演出も手掛けるなど、いま勢いのある映画監督のひとり。キネマ旬
報ベスト・テンでも常連監督になっている。



【設問121】

『スリー・ビルボード』でアカデミー主演女優賞に輝いた俳優を、以下の中

から選びなさい。

1.  オリヴィア・コールマン

2.  ジュリアン・ムーア

3.  フランシス・マクドーマンド

4.  ブリー・ラーソン

解答：3.  フランシス・マクドーマンド

解説：フランシス・マクドーマンドは『ファーゴ』（96）以来２度目の受

賞。映画界のアカデミー賞、テレビ界のエミー賞、演劇界のトニー賞を制覇

している数少ない存在でもある。選択肢の『女王陛下のお気に入り』（18）

のオリヴィア・コールマン、『アリスのままで』（14）のジュリアン・ムー

ア、『ルーム』（15）のブリー・ラーソンは、すべて過去5年間にアカデミー

主演女優賞に輝いた女優たち。『スリー・ビルボード』（17）はキネマ旬報

ベスト・テンの外国映画で1位に輝いている。



【設問122】

2018年の年間興行収入で約93億円を記録し、邦画の１位となった作品を、以

下の中から選びなさい。

1.  『カメラを止めるな！』

2.  『劇場版 コード・ブルー』

3.  『名探偵コナン　ゼロの執行人』

4.  『万引き家族』

解答：2.  『劇場版 コード・ブルー』

解説：選択肢はすべて2018年邦画の年間興行収入トップ10作品。『名探偵コ

ナン ゼロの執行人』（18）は約91億8000万円で第二位だった。



【設問123】 

以下は2018年度の第92回キネマ旬報ベスト・テン外国映画のランキングである。

①はアカデミー作品賞に輝いた作品だが、該当する映画を選択肢の中から選びな

さい。 

1位「スリー・ビルボード」 
2位「ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書」 
3位「①」 
4位「ファントム・スレッド」 
5位「ボヘミアン・ラプソディ」 
6位「15時17分、パリ行き」 
7位「顔たち、ところどころ」 
8位「1987、ある闘いの真実」 
9位「ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ」 
10位「判決、ふたつの希望」 

1.  『君の名前で僕を呼んで』 

2.  『ゲット・アウト』 

3.  『シェイプ・オブ・ウォーター』 

4.  『ダンケルク』 

解答：3.  『シェイプ・オブ・ウォーター』 

解説：2018年に日本で公開されたギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オ

ブ・ウォーター』（17）は、作品賞など４部門で受賞。ギレルモ・デル・トロは

監督賞に輝いた。2010年以降、アカデミー監督賞はアメリカ人以外の監督が受賞

している。中でもアルフォンソ・キュアロン、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャ

リトゥ、そしてデル・トロのメキシコ出身監督の躍進は特徴のひとつ。３人は映画

制作会社＜チャチャチャ・フィルム＞を設立するほど仲が良いことでも知られてい

る。選択肢は第90回アカデミー賞で作品賞の候補になった作品。


