
■このリストはキネマ旬報ベスト・テン投票用の参考資料です。2022 年の全封切り作品を掲載したものではありません。 

■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 

■2021 年 12月 

●ヴォイス・オブ・ラブ 

●君といた 108 日 

●キングスマン：ファースト・エージェント 

●ただ悪より救いたまえ 

●パーフェクト・ノーマル・ファミリー 

●マイクロプラスチック・ストーリー 〜ぼくらが作る 2050 年〜 

●マクベス 

●モーターヘッド／ラウダー・ザン・ノイズ 

●レイジング・ファイア 

 

■2022 年１月 

●アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド 

●アクセル・フォール 

●アダムス・ファミリー2 アメリカ横断旅行！ 

●エル プラネタ 

●キラー・セラピー 

●クライ・マッチョ 

●クラッシュ・オブ・ゴッド 神と神 

●グレート・インディアン・キッチン 

●クレッシェンド 音楽の架け橋 

●ゲームボーイズ THE MOVIE 〜僕らの恋のかたち〜 

●声もなく 

●コーダ あいのうた 

●ゴッドスレイヤー 神殺しの剣 

●コレクターズ 〜ソウルに眠る宝刀を盗み出せ〜 

●こんにちは、私のお母さん 

●サバイバル・シティ 

●ザ・ビーチ（2020） 

●ザ・ボーイ 鹿になった少年 

●ザ・ミスフィッツ 

●シークレット・マツシタ／怨霊屋敷 



●シチリアを征服したクマ王国の物語 

●シルクロード.com －史上最大の闇サイト－ 

●人狼ゲーム 夜になったら、最後 

●スティルウォーター 

●スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム 

●ダムネーション／天罰 

●TUBE チューブ 死の脱出 

●超 西遊記 

●ディストピア 2043 未知なる能力 

●でっかくなっちゃった赤い子犬 僕はクリフォード 

●ドント・ストップ 

●日本語劇場版『サンダーバード 55／GOGO』 

●ネビュラ 75 特別版 

●バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ 

●ハウス・オブ・グッチ 

●バトル・オブ・ザ・リバー 金剛川決戦 

●ひかり探して 

●ファミリー・ネスト 4K デジタル・レストア版 

●ブラックボックス：音声分析捜査 

●フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 

●マークスマン 

●マーシー・ブラック 

●マザーズ（2016） 

●マジック・ロード 空飛ぶ仔馬と天空の花嫁 

●マルチプル・マニアックス 

●無聲 The Silent Forest 

●MONK モンク 

●モンク・イン・ヨーロッパ 

●MONSOON／モンスーン 

●ヤクザプリンセス 

●優しき罪人 

●ユンヒへ 

●ライダーズ・オブ・ジャスティス 

●レッド・ブレイク 

●ロックフィールド 伝説の音楽スタジオ 

●私たちの偽装結婚 

 

■２月 



●アンチャーテッド 

●ウエスト・サイド・ストーリー 

●選ばなかったみち 

●オーストリアからオーストラリアへ〜ふたりの自転車大冒険 

●オペレーション・ミンスミート －ナチを欺いた死体－ 

●GAGARINE／ガガーリン 

●ギャング・オブ・アメリカ 

●金の糸 

●クラム 

●クリフハンガー／フォールアウト 

●ゴーストバスターズ／アフターライフ 

●国境の夜想曲 

●ゴヤの名画と優しい泥棒 

●ザ・ビートルズ Get Back：ルーフトップ・コンサート 

●ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ 

●THE RESCUE 奇跡を起こした者たち 

●シラノ 

●白い牛のバラッド 

●白いトリュフの宿る森 

●355 

●スリングショット 

●チェチェンへようこそ －ゲイの粛清－ 

●ティル・デス 

●デモニック 

●特捜部 Q 知りすぎたマルコ 

●ドリームプラン 

●ナイル殺人事件 

●ハード・ヒット 発信制限 

●パイプライン 

●プラネット・オブ・ピッグ／豚の惑星 

●ブルー・バイユー 

●プロジェクト：ユリシーズ 

●ポスト・モーテム 遺体写真家トーマス 

●ボブという名の猫 2 幸せのギフト 

●マーズ 

●マヤの秘密 

●ライフ・ウィズ・ミュージック 

●ロスバンド 



 

■３月 

●アンネ・フランクと旅する日記 

●アンビュランス 

●ヴィム・ヴェンダースプロデュース／ブルーノート・ストーリー 

●ヴォイジャー 

●映画 きかんしゃトーマス オールスター☆パレード 

●A.W.アピチャッポンの素顔 

●オートクチュール 

●ガンパウダー・ミルクシェイク 

●THE BATMAN－ザ・バットマン－ 

●SING／シング：ネクストステージ 

●スターフィッシュ 

●ストレイ 犬が見た世界 

●ダイナソーJr.／フリークシーン 

●たぶん悪魔が 

●ナイトメア・アリー 

●ニトラム／NITRAM 

●ハングリー／湖畔の謝肉祭 

●プレゼント・パーフェクト 

●ベルファスト 

●ポゼッサー 

●湖のランスロ 

●MEMORIA メモリア 

●林檎とポラロイド 

 

■４月 

●アネット 

●アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ 監督<自己検閲>版 

●インフル病みのペトロフ家 

●英雄の証明 

●雄獅少年 少年とそらに舞う獅子 

●オルメイヤーの阿房宮 

●カモン カモン 

●キャスティング・ディレクター ハリウッドの顔を変えた女性 

●クルーガー 絶滅危惧種 

●KKK をぶっ飛ばせ! 

●最初の恋、最後の恋人 



●ZAPPA 

●シャドウ・イン・クラウド 

●ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地 

●親愛なる同志たちへ 

●スパークス・ブラザーズ 

●スピリットウォーカー 

●SEVENTEEN POWER OF LOVE：THE MOVIE 

●潜水艦クルスクの生存者たち 

●TITANE／チタン 

●手紙と線路と小さな奇跡 

●デュエル 

●囚われの女 

●鶏の墳丘 

●ノロワ 

●バーニング・ダウン 爆発都市 

●ハッチング －孵化－ 

●パリ 13 区 

●ヒットマンズ・ワイフズ・ボディガード 

●ビューティフル・ヴァンパイア 

●ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 

●フェルナンド・ボテロ 豊満な人生 

●ふたつの部屋、ふたりの暮らし 

●不都合な理想の夫婦 

●プレゼント・スティル・パーフェクト 

●ベルイマン島にて 

●マリー・ミー 

●見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界 

●ミューン 月の守護者の伝説 

●メイド・イン・バングラデシュ 

●メリー・ゴー・ラウンド 

●モービウス 

●リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス 

●連鎖 

●私、あなた、彼、彼女 

●私はヴァレンティナ 

 

■５月 

●a-ha THE MOVIE 



●明日になれば〜アフガニスタン、女たちの決断〜 

●アンナの出会い 

●ウォーハント 魔界戦線 

●エコー・イン・ザ・キャニオン 

●狼たちの墓標 

●オードリー・ヘプバーン 

●帰らない日曜日 

●クリーチャー・デザイナーズ ハリウッド特殊効果の魔術師たち 

●グロリアス 世界を動かした女たち 

●劇場版ブルーバースデー 

●ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇 

●シング・ア・ソング！ 〜笑顔を咲かす歌声〜 

●スージーQ 

●チェルノブイリ 1986 

●ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス 

●トップガン マーヴェリック 

●ドンバス 

●バニシング：未解決事件 

●ピアノ ウクライナの尊厳を守る闘い 

●フォーエバー・パージ 

●二つの光 

●僕と彼女のファースト・ハグ 

●マイ・ニューヨーク・ダイアリー 

●MAYONAKA 

●息子の面影 

●ヨナグニ 旅立ちの島 

●ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック 

●ワン・セカンド 永遠の 24 フレーム 

 

■６月 

●愛に奉仕せよ 

●アトランティス 

●あなたの顔の前に 

●歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡 

●イントロダクション 

●ウェイ・ダウン 

●運命のマッチアップ 

●エリザベス 女王陛下の微笑み 



●オフィサー・アンド・スパイ 

●彼女たちの革命前夜 

●義足のボクサー GENSAN PUNCH 

●君を想い、バスに乗る 

●クラウディ・マウンテン 

●クリーチャーズ／宇宙から来た食人族 

●さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について 

●ザ・ロストシティ 

●三姉妹 

●シェイン 世界が愛する厄介者のうた 

●ストーリー・オブ・フィルム 川の映画旅行 

●ナワリヌイ 

●ニューオーダー 

●母へ捧げる僕たちのアリア 

●FLEE フリー 

●ヘィ！ティーチャーズ！ 

●ベイビー・ブローカー 

●ポーランドへ行った子どもたち 

●ぼくの歌が聴こえたら 

●炎の少女チャーリー 

●マタインディオス、聖なる村 

●リフレクション 

●ルッツ 海に生きる 

 

■７月 

●アウシュヴィッツのチャンピオン 

●アドレノクロム 

●あなたがここにいてほしい 

●あなたと過ごした日に 

●アフター・エブリシング 

●アプローズ、アプローズ！ 囚人たちの大舞台 

●アルピニスト 

●アンデス、ふたりぼっち 

●映画はアリスから始まった 

●X エックス 

●エルヴィス 

●海上 48hours －悪夢のバカンス－ 

●ガザ 素顔の日常 



●神々の山嶺 

●キャット・シック・ブルース 

●キャメラを止めるな！ 

●C.R.A.Z.Y. 

●グレイマン 

●恋するボクとゾンビの呪い 

●哭悲／THE SADNESS 

●ザ・フィクション 

●ジュラシック・ワールド／新たなる支配者 

●戦争と女の顔 

●戦慄のリンク 

●1640 日の家族 

●ソー：ラブ&サンダー 

●太陽の夢 

●魂のまなざし 

●デイ・オブ・クライシス ヨーロッパが震撼した日 

●デウス／侵略 

●トジコメ 

●なまず 

●ハーティー 森の神 

●バズ・ライトイヤー 

●バッド・トレジャー 

●バッドマン 史上最低のスーパーヒーロー 

●パトニー・スウォープ 

●パレスチナのピアニスト 

●ハロウィン 悪魔のウイルス 

●ハロウィン・ナイト 

●PIG／ピッグ 

●ブラック・フォン 

●Blue Island 憂鬱之島 

●ペーパー・タイガース 

●ボイリング・ポイント／沸騰 

●炎のデス・ポリス 

●マーベラス 

●マスターオブスキル 栄耀のために 

●マルケータ・ラザロヴァー 

●ミニオンズ フィーバー 

●魅惑のマネー哲学 



●女神の継承 

●モガディシュ 脱出までの 14 日間 

●リコリス・ピザ 

●レッド・グラビティ 

●恋愛の抜けたロマンス 

●ワーニング 

●わたしは最悪。 

●WANDA／ワンダ 

 

■８月 

●ウクライナから平和を叫ぶ 

●L.A.コールドケース 

●彼女のいない部屋 

●きっと地上には満天の星 

●キングメーカー 大統領を作った男 

●サハラのカフェのマリカ 

●シーフォーミー 

●地獄 

●時代革命 

●シャーク 覚醒 

●新章パリ－オペラ座 特別なシーズンの始まり 

●ストーリー・オブ・マイ・ワイフ 

●スワンソング 

●セイント・フランシス 

●ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ 

●Zola ゾラ 

●DC がんばれ！スーパーペット 

●NOPE／ノープ 

●パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとりもどせ！ 

●反逆のパンク・ロック 

●ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言 

●プアン／友だちと呼ばせて 

●復讐は私にまかせて 

●ブライアン・ウィルソン／約束の旅路 

●ブロークン・ジェネレーション 

●ベルベット・クイーン ユキヒョウを探して 

●マックスとリリー 

●みんなのヴァカンス 



●野獣死すべし（1980／ルチオ・ワルチ） 

●雪道 

●ロックン・ロール・サーカス 

 

■９月 

●紅い服の少女 第一章 神隠し 

●紅い服の少女 第二章 真実 

●アザー・ミュージック 

●1950 鋼の第 7 中隊 

●オルガの翼 

●オトボケ脱走兵※７ 

●渇きと偽り 

●怪人現る※７ 

●ギャング・カルテット 世紀の怪盗アンサンブル 

●空気殺人〜TOXIC〜 

●靴ひものロンド 

●クリーン ある殺し屋の献身 

●ザ・シスト／凶悪性新怪物 

●ザ・ディープ・ハウス 

●シークレット・ガーデン 

●至高の奉仕 

●スーパー30 アーナンド先生の教室 

●全自動レストラン※７ 

●ダウントン・アビー／新たなる時代へ 

●たまご割れすぎ問題※７ 

●地下室のヘンな穴 

●デリシュ！ 

●トゥルー・ノース（2020） 

●途中のページが抜けている 

●とても短い昼食※７ 

●ドライビング・バニー 

●バビ・ヤール 

●ビースト 

●人質 韓国トップスター誘拐事件 

●秘密の森の、その向こう 

●プリンセス・ダイアナ 

●ブレット・トレイン 

●暴力をめぐる対話 



●ほらふき倶楽部※７ 

●ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド 

●３つの鍵 

●LAMB／ラム 

 

■10月 

●RRR 

●愛する人に伝える言葉 

●アフター・ヤン 

●アムステルダム 

●アメリカから来た少女 

●イントゥ・ザ・ラビリンス 

●ウンチク／うんこが地球を救う 

●All the Streets Are Silent：ニューヨーク （1987－1997） ヒップホップとスケートボードの融合 

●君だけが知らない 

●キュリー夫人 天才科学者の愛と情熱 

●グッド・ナース 

●クリエイション・ストーリーズ〜世界の音楽シーンを塗り替えた男〜 

●警官の血 

●声／姿なき犯罪者 

●殺し屋たちの挽歌 

●ザ・コントラクター 

●サポート・ザ・ガールズ 

●七人樂隊 

●シャイニー・シュリンプス！ 世界に羽ばたけ 

●人生は二度とない 

●スペンサー ダイアナの決意 

●スモール・カントリー 

●ソングバード 

●チルドレン・アクト 

●デュアル 

●ノベンバー 

●バッドガイズ 

●バビロン 

●響け！情熱のムリダンガム 

●ブレイキング・ニュース・イン・ユバ・カウンティ 

●ボーダレス アイランド 

●窓辺のテーブル 彼女たちの選択 



●MISS OSAKA／ミス・オオサカ 

●メイクアップ・アーティスト：ケヴィン・オークイン・ストーリー 

 

■11月 

●アメリカン・エピック エピソード１〜４※８ 

●インテグリティ／煙幕 

●映画版 君の唇を噛みたい 

●鬼と獣 

●擬音 A FOLEY ARTIST 

●奇蹟の人／ホセ・アリゴー 

●ギレルモ・デル・トロのピノッキオ 

●グリーン・ナイト 

●グレイ・ガーデンズ 

●恋人はアンバー 

●コ死 デスロワイアル 

●サイレント・ナイト 

●ザ・メニュー 

●ザリガニの鳴くところ 

●ジェラール・フィリップ 最後の冬 

●刺客 

●事故物件 歪んだ家 

●シスター 夏のわかれ道 

●シックス・ミニッツ・トゥ・ミッドナイト 

●少女 

●ステラ SEOUL MISSION 

●ストレンジ・ワールド／もうひとつの世界 

●セールスマン 

●戦地で生まれた奇跡のレバノンワイン 

●ソウル・オブ・ワイン 

●チケット・トゥ・パラダイス 

●手紙 オモニの願い 

●デュラン・デュラン：ハリウッド・ハイ 

●ドント・ウォーリー・ダーリン 

●ナイトライド 時間は嗤う 

●奈落のマイホーム 

●ノー・セインツ 報復の果て 

●覗き屋 

●バーデン 



●バトル・クルーズ 

●パラダイス・ヒルズ 

●パラレル・マザーズ 

●バルド、偽りの記録と一握りの真実 

●犯罪都市 THE ROUNDUP 

●ビー・ジーズ 栄光の軌跡 

●ヒプノシス 催眠 

●ヒューマン・ボイス 

●ファイブ・デビルズ 

●ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー 

●ブリティッシュ・ロック誕生の地下室 

●ペルシャン・レッスン 戦場の教室 

●ホワイトデー 壊れた結界 

●マスター／先生が来る！ 

●マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説 

●ミセス・ハリス、パリへ行く 

●夜明けの詩 

●ヨガ学院 死のクンダリニー 

●ランディ・ローズ 

●リアム・ギャラガー：ネブワース 22 

●0.0MHz 

●ロスト・プリンス 

 

■12月 

●あのこと 

●アバター：ウェイ・オブ・ウォーター 

●アングリーバードとバナナ合唱団 

●1950 水門橋決戦 

●AB6IX：TAKE A CHACE 

●NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM 

●クレイジー・デートナイト 

●群山 

●ゲット・クレイジー 

●健康でさえあれば 

●幸福な結婚記念日 

●少年たちの時代革命 

●ジョン・レノン〜音楽で世界を変えた男の真実〜 

●死を告げる女 



●STARGAZER: ASTROSCOPE 

●絶好調 

●戦慄のリンク 

●大恋愛 

●チーム・ジンバブエのソムリエたち 

●トゥモロー・モーニング 

●ドント・サレンダー 進撃の要塞 

●泣いたり笑ったり 

●猫たちのアパートメント 

●Never Goin’ Back／ネバー・ゴーイン・バック 

●ひつじのショーン クリスマスの冒険 劇場公開版 

●パーフェクト・ナニー 

●破局 

●ハッピー・トゥゲザー 

●ハッピーニューイヤー 

●離ればなれになっても 

●福岡 

●ブラックアダム 

●フラッグ・デイ 父を想う日 

●ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOME-BODY 

●僕の特別な兄弟 

●ホット・シート 

●ほの蒼き瞳 

●ホワイト・ノイズ 

●マイ・ドッグ・ステューピッド 

●マッドゴッド 

●ミスター・ランズベルギス 

●MEN 同じ顔の男たち 

●モーターヘッド／ザ・ワールド・イズ・アワーズ 

●柳川 

●ヨーヨー 

●理大囲城 

●ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ 

●ワイルド・ロード 

●ワンダー・ボーイ 

 

 

※７…ＮＯＢＯＤＹ ＫＮＯＷＳ チャーリー・バワーズ －発明中毒篇－ 



 

※８…アメリカン・エピック エピソード 1 ザ・ビッグ・バン 元祖ルーツ・ミュージックの誕生／エピソード 2 「血と土」過酷な

労働から生まれたブラック・ミュージック／エピソード 3 多民族音楽国家アメリカ／エピソード 4 セッションズ 

 


