
■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。 

 

日本映画 

■2021 年 12月 

●明け方の若者たち 

●映画演劇 サクセス荘 〜侵略者 S と西荻窪の奇跡〜 

●エッシャー通りの赤いポスト 

●夫とちょっと離れて島暮らし 

●香川 1 区 

●99.9－刑事専門弁護士－THE MOVIE 

●劇場版 呪術廻戦０ 

●灯せ 

●恋愛リアリティーショー 

 

■2022 年１月 

●安魂 

●異物 －完全版－ 

●映画 文豪ストレイドッグス BEAST 

●おじドル，ヤクザ 

●弟とアンドロイドと僕 

●仮面ライダーセイバー 深罪の三重奏 

●きみは愛せ 

●決戦は日曜日 

●殺すな 

●コンフィデンスマン JP 英雄編 

●サイキッカーZ 

●さがす 

●三度目の、正直 

●修羅の世界 

●静謐と夕暮 

●ゼロ・ウェイスト PLUS 持続可能な暮らし 

●前科者 

●戦慄せしめよ 

●相対性浪漫飛行 

●誰かの花 



●地球外少年少女 前編「地球外からの使者」／後編「はじまりの物語」 

●テレビで会えない芸人 

●桃源郷的娘 

●truth 〜姦しき弔いの果て〜 

●名付けようのない踊り 

●なん・なんだ 

●ノイズ 

●春原さんのうた 

●BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ！ 

●ひとつぼっち 

●Pure Japanese 

●フタリノセカイ 

●帆花 

●ポプラン 

●ホラーちゃんねる 事故物件 

●ホラーちゃんねる 樹海 

●麻希のいる世界 

●魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸  

－再会－ 

●マニアック・ドライバー 

●真夜中乙女戦争 

 

■２月 

●愛国女子－紅武士道 

●愛なのに 

●犬ころたちの唄 

●牛久 

●牛首村 

●嘘喰い 

●宇宙戦艦ヤマト 2205 新たなる旅立ち 後章 －STASHA－ 

●怪猫狂騒曲 

●北風アウトサイダー 

●君が落とした青空 

●グッバイ、ドン・グリーズ！ 

●劇場版「DEEMO サクラノオト －あなたの奏でた音が、今も響く－」 

●劇場版 ほんとうにあった怖い話 〜事故物件芸人 4〜 

●コネクション 

●この日々が凪いだら 



●再会の奈良 

●鹿の王 ユナと約束の旅 

●少年と戦車（ndjc2021） 

●銀鏡 SHIROMI 

●真・事故物件／本当に怖い住民たち 

●鈴木さん 

●Still Dreamin’－布袋寅泰 情熱と栄光のギタリズム－ 

●その消失、 

●大怪獣のあとしまつ 

●高津川 

●ちょっと思い出しただけ 

●遠くへいきたいわ（ndjc2021） 

●なっちゃんの家族（ndjc2021） 

●西成ゴローの四億円 

●西成ゴローの四億円 死闘篇 

●灰色の壁 －大宮ノトーリアス－ 

●標的 

●フルーツバスケット －prelude－ 

●ホテルアイリス 

●MIRRORLIAR FILMS Season2〜4※１ 

●ミラクルシティコザ 

●焼け跡クロニクル 

●夕方のおともだち 

●夢みる小学校 

●Ribbon 

●リング・ワンダリング 

●LONG－TERM COFFEE BREAK（ndjc2021） 

●私、アイドル辞めます 

●われ弱ければ 矢嶋楫子伝 

 

■３月 

●あしたのわたしへ 私の卒業 第 3 期 

●あしやのきゅうしょく 

●Adam by Eve: A Live in Animation 

●ある職場 

●あんさんぶるスターズ!! －Road to Show!!－ 

●yes,yes,yes 

●ウェディング・ハイ 



●生まれゆく日々 

●ウルトラマントリガー エピソード Z 

●永遠の 1 分。 

●永遠の 831 

●映画おしりたんてい シリアーティ 

●映画おしりたんてい 夢のジャンボスイートポテトまつり 

●映画 おそ松さん 

●映画しまじろう「しまじろうと キラキラおうこくの おうじさま」 

●映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 

●階段の先には踊り場がある 

●霞立つ 

●KAPPEI カッペイ 

●仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル 

●「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第一〜三章 

●吟ずる者たち 

●くさいけど「愛してる」 

●劇場版 おうちでキャノンボール 2020 

●CODE－D 魔女たちの消えた家 

●この街と私 

●JO1 THE MOVIE 『未完成』－Go to the TOP－ 

●人生の着替えかた 

●親密な他人 

●ストリートを探偵してみた 

●たまらん坂 

●ちくび神！ 

●ツーアウトフルベース 

●DEATH DAYS 

●中村屋酒店の兄弟 

●賑やか Neon City 

●虹が落ちる前に 

●猫は逃げた 

●HARD BLUE 蒼穹 

●#アリスの裁き 

●Phantom Pain 

●ブルーサーマル 

●ペルセポネーの泪 

●ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえり お母さん〜 

●MANKAI MOVIE「A3!」 



〜AUTUMN & WINTER〜 

●ムーンライト・ダイナー 

●ムクウェゲ「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師 

●むんじゅる笠 瀬底島の笠 

●森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民 

●余命 10 年 

●私だってするんです１ 

●私だってするんです２ 

 

■４月 

●アクターズ・ショート・フィルム２※ 

●あした、授業参観いくから。 

●いのち見つめて 高次脳機能障害と現代社会 

●今はちょっと、ついてないだけ 

●永遠が通り過ぎていく 

●映画 クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 

●映画 オッドタクシー イン・ザ・ウッズ 

●N 号棟 

●小川貴之短編集『３つのとりこ』 

●カルマカルト 

●機界戦隊ゼンカイジャーVS キラメイジャーVS センパイジャー 

●旧グッゲンハイム邸裏長屋 

●クレマチスの窓辺 

●Kay 

●劇場版 1979 はじまりの物語 はんだ山車まつり誕生秘話 

●劇場版ラジエーションハウス 

●劇場版 RE:cycle of the PENGUIN 

DRUM［前編］君の列車は生存戦略／［後編］僕は君を愛してる 

●THE３名様 〜リモートだけじゃ無理じゃね?〜 

●猿ノ王国 

●山歌 

●終点は海 

●女子高生に殺されたい 

●スペースクライングフリーセックス 

●Sexual Drive 

●チェリまほ THE MOVIE 〜30 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい〜 

●旅のはじまり 

●チロンヌプカムイ イオマンテ 



●ツユクサ 

●to… 

●東西ジャニーズ Jr. ぼくらのサバイバルウォーズ 

●遠吠え 

●とんび 

●ニワトリ☆フェニックス 

●白骨街道 ACT1 

●pinto 

●僕の一番好きだった人 

●ホリック xxxHOLiC 

●マイライフ、ママライフ 

●松田優作・メモリアル・ライブ 

●味噌カレー牛乳ラーメンってめぇ〜の？ 

●名探偵コナン ハロウィンの花嫁 

●杜人 環境再生医 矢野智徳の挑戦 

●やがて海へと届く 

●優作について私が知っている二、三の事柄 

●世の中にたえて桜のなかりせば 

●わが青春つきるとも 伊藤千代子の生涯 

 

■５月 

●IDOL NEVER DiES 

●生きててよかった 

●犬王 

●映画 五等分の花嫁 

●映画 護り屋「願い」 

●おれらの多度祭 

●終わりが始まり 

●神様のいるところ 

●教育と愛国 

●劇場版 おいしい給食 卒業 

●恋い焦れ歌え 

●さよなら グッド・バイ 

●死刑にいたる病 

●シン・ウルトラマン 

●人生ドライブ 

●瀬戸内寂聴 99 年生きて思うこと 

●大河への道 



●タヌキ社長 

●辻占恋慕 

●特『刀剣乱舞－花丸－』〜雪月華〜 雪ノ巻 

●鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー 

●ハケンアニメ！ 

●20 歳のソウル 

●ばちらぬん 

●パティシエさんとお嬢さん 

●バブル 

●HE-LOW THE FINAL／ヒーロゥ ザ・ファイナル 

●ファーストミッション 

●距ててて 

●マイスモールランド 

●まっぱだか 

●MADE IN YAMATO 

●夜を走る 

●流浪の月 

●私だけ聴こえる 

●私のはなし 部落のはなし 

 

■６月 

●アカマタの歌 海南小記序説 西表島・古見 

●ALIVEHOON アライブフーン 

●ある惑星の散文 

●生き霊怪談〜全部ホントの話〜 

●（Instrumental） 

●鬼が笑う 

●怪盗クイーンはサーカスがお好き 

●鍵 

●神は見返りを求める 

●きさらぎ駅 

●機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 

●君たちはまだ長いトンネルの中 

●きみの正義 ぼくの正義 

●京都カマロ探偵 

●劇場版 IDOL 舞 SHOW 

●劇場版 異世界かるてっと 〜あなざーわーるど〜 

●劇場版 からかい上手の高木さん 



●恋は光 

●極主夫道 ザ・シネマ 

●ここ以外のどこかへ 

●ザ・オーディション 

●漆黒天 －終の語り－ 

●スープとイデオロギー 

●頭痛が痛い 

●それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル 

●太陽とボレロ 

●東京 2020 オリンピック SIDE:A 

●東京 2020 オリンピック SIDE:B 

●峠 最後のサムライ 

●どうしようもない僕のちっぽけな世界は、 

●ドラゴンボール超 スーパーヒーロー 

●泥棒日記 

●とんがり頭のごん太 －２つの名前を生きた福島被災犬の物語－ 

●はい、泳げません 

●鋼音色の空の彼方へ 

●鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成 

●バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版 

●BiSH presents PCR is PAiPAi CHiNCHiN ROCK'N'ROLL 

●人でなしの恋 

●百年と希望 

●二つ目物語 

●冬薔薇 

●PLAN 75 

●メタモルフォーゼの縁側 

●妖怪シェアハウス －白馬の王子様じゃないん怪－ 

●レッドブリッジ 

●レッドブリッジ ビギニング 

●わたし達はおとな 

 

■７月 

●アイカツ！ 10th STORY 〜未来への STARWAY〜 

●愛ちゃん物語 

●雨の方舟 

●映画 バクテン!! 

●宇宙人の画家 



●映画ざんねんないきもの事典 

●映画「ゆるキャン△」 

●Eternal of link〜未来へ〜 

●OLD DAYS 

●掟の門 

●沖縄久高島のイザイホー 

●おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜 

●北のともしび ノイエンガンメ強制収容所とブレンフーザー・ダムの子どもたち 

●希望と絶望 その涙を誰も知らない 

●キングダム 2 遥かなる大地へ 

●劇場版アイカツプラネット！ 

●劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア 

●劇場版『G のレコンギスタ IV』「激闘に叫ぶ愛」 

●荒野に希望の灯をともす 

●ゴーストブック おばけずかん 

●こちらあみ子 

●こどもかいぎ 

●今夜、世界からこの恋が消えても 

●さよなら、バンドアパート 

●シネマスコーレを解剖する。〜コロナなんかぶっ飛ばせ〜 

●島守の塔 

●食草園が誘う昆虫と植物のかけひきの妙 

●スウィートビターキャンディ 

●続・掟の門 

●ディスコーズハイ 

●TELL ME 〜hide と見た景色〜 

●特『刀剣乱舞－花丸－』〜雪月華〜 月ノ巻 

●なれたら 

●猫と塩、または砂糖 

●破戒 

●初仕事 

●話したりない夜の果て 

●HANNORA 

●ビリーバーズ 

●ヘタな二人の恋の話 

●暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー 

●ほとぼりメルトサウンズ 

●幻の蛍 



●霧幻鉄道 只見線を 300 日撮る男 

●もうひとつのことば 

●モエカレはオレンジ色 

●ゆめパのじかん 

●夜明けの夫婦 

●ラストサマーウォーズ  

 

■８月 

●アートなんかいらない！Session1 惰性の王国 

●アートなんかいらない！Session2 46 億年の孤独 

●あいたくて あいたくて あいたくて 

●アキラとあきら 

●明けない夜とリバーサイド 

●生きる FROM NAGASAKI 

●異動辞令は音楽隊！ 

●失われた時の中で 

●ウラギリ 

●ウルフハンターが行く！アメリカ南北戦争編 

●Okagesama de ハワイ日系女性の軌跡 

●オカルトの森へようこそ THE MOVIE  

●おっさんずぶるーす ファミリー編／ワーク編 

●乙女たちの沖縄戦〜白梅学徒の記録〜 

●怪奇タクシー 風の夜道に気をつけろ！ 

●帰ってきた宮田バスターズ（株） 

●カカリ －憑－ 

●彼女たちの話 

●雲旅 

●グリーンバレット 

●劇場版『G のレコンギスタ V』「死線を越えて」 

●劇場版ツルネ －はじまりの一射－ 

●劇場版 ねこ物件 

●激怒 

●甲州街道から愛を込めて 

●コンビニエンス・ストーリー 

●サバカン SABAKAN 

●3653 の旅 

●零へ 

●ぜんぶ、ボクのせい 



●TANG タング 

●超伝合体ゴッドヒコザ 

●翼の生えた虎 

●でくの空 

●東京流氷〜COOL IT DOWN〜 

●とおいらいめい 

●遠くへ, もっと遠くへ 

●とら男 

●長崎の郵便配達 

●凪の島 

●なれたら 

●バイオレンスアクション 

●ハウ 

●バグマティ リバー 

●裸足で鳴らしてみせろ 

●人 

●for you 人のために 

●掘る女 縄文人の落とし物 

●ムイト・プラゼール 

●ももいろクローバーZ 〜アイドルの向こう側〜 <特別上映版> 

●野球部に花束を 

●ワタシタチハニンゲンダ！ 

●ONE PIECE FILM RED 

 

■９月 

●アイ・アム まきもと 

●愛してる！ 

●アウトロダブル 

●AKAI 

●あの娘は知らない 

●雨を告げる漂流団地 

●ある役者達の風景 

●犬も食わねどチャーリーは笑う 

●IF I STAY OUT OF LIFE...? 

●海の夜明けから真昼まで 

●うむい獅子 －仲宗根正廣の獅子づくり－ 

●映画 デリシャスパーティ♡プリキュア 夢みる♡お子さまランチ！ 

●俺と○○○すれば売れる 



●俺を早く死刑にしろ！ 

●COLOR CROW －緋彩之翼 

●川っぺりムコリッタ 

●神田川のふたり 

●消えない虹 

●「銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀」 第一〜三章 

●グッバイ・クルエル・ワールド 

●劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE スターリッシュツアーズ 

●劇場版 人生いろいろ 

●劇場版 にゃん旅鉄道 

●煙とウララ 

●原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち 

●この子は邪悪 

●最強殺し屋伝説国岡 外伝 国岡ツアーズ大阪編 蘇る金のドラゴン・なにわアサシンの逆襲 

●さかなのこ 

●魚の目 

●ザ・ミソジニー 

●重力の光： 祈りの記録篇 

●情動 

●スーパー戦闘 純烈ジャー 追い焚き☆御免 

●そこにいようとおもう 

●その声のあなたへ 

●空へ ふたたび 

●“それ”がいる森 

●ダイナマイト・ソウル・バンビ 

●チビハム・ジューシー・アンド・ミー 

●沈黙のパレード 

●手 

●てぃだ 〜いつか太陽の下を歩きたい〜 

●DEAD OR ZOMBIE ゾンビが発生しようとも、ボクたちは自己評価を変えない 

●特『刀剣乱舞－花丸－』〜雪月華〜 華ノ巻 

●とどのつまり 

●虎の流儀 〜旅の始まりは尾張 東海死闘編〜 

●夏へのトンネル、さよならの出口 

●ナナメのろうか 

●ならせ！ PUI PUI モルカー＋DRIVING SCHOOL 予習編 

●なんくるないさぁ劇場版 生きてるかぎり死なないさぁ 

●日本原 牛と人の大地 



●HiGH&LOW THE WORST X 

●PARALLEL パウエル 

●B/B 

●百花 

●HYODO 八潮秘宝館ラブドール戦記 

●Bridal, my Song 

●紅花の守人 いのちを染める 

●ヘルドッグス 

●ほどけそうな、息 

●マイ・ブロークン・マリコ 

●MAHOROBA※２ 

●丸木舟と UFO 

●ミューズは溺れない 

●よく晴れた日のこと 

●四畳半タイムマシンブルース 

●よだかの片想い 

●LOVE LIFE 

●リ、ライト 

●わたしだけのお子さまランチ 

●私を判ってくれない 

 

■10月 

●あの庭の扉をあけたとき 

●いつか、いつも……いつまでも。 

●いろとりどりの※３ 

●a20153 の青春 

●N・P 

●オカムロさん 

●オジキタザワ 

●オレの記念日 

●ガディガルズ 

●カメの甲羅はあばら骨 

●カラダ探し 

●木樵 

●君を愛したひとりの僕へ 

●グッドバイ、バッドマガジンズ 

●グランギニョール 

●劇場版 ソードアート・オンライン －プログレッシブ－ 冥き夕闇のスケルツォ 



●劇場版 山崎一門〜日本統一〜 

●月下香 

●こころの通訳者たち What a Wonderful World 

●再演※３ 

●ささくれ 

●さすらいのボンボンキャンディ 

●貞子 DX 

●七人の秘書 THE MOVIE 

●写真家たちのショートフィルム 

●素晴らしき日々も狼狽える 

●背中 

●背 吉増剛造×空間現代 

●線は、僕を描く 

●千夜、一夜 

●空のない世界から 

●大事なことほど小声でささやく 

●誰のための日 

●天間荘の三姉妹 

●透子のセカイ 

●時には昔の話を〜森山周一郎 声優と呼ばれた俳優〜 

●虎の流儀 〜激突！ 燃える嵐の関門編〜 

●呪い返し師－塩子誕生 

●薄氷のドーヴ※３ 

●裸のムラ 

●ファンタスマゴリー ザ・ゴーストショー 

●不倫ウイルス 

●文禄三年三月八日 

●僕が愛したすべての君へ 

●ぼくらのよあけ 

●MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない 

●ミドリムシの姫 

●耳をすませば 

●向田理髪店 

●もっと超越した所へ。 

●役者として生きる 無名塾第 31 期生の 4 人 

●優しさのすべて 

●you※３ 

●百合の雨音 



●夜明けまでバス停で 

●夜を越える旅 

●42－50 火光 

●わかりません 

●私に天使が舞い降りた！プレシャス・フレンズ 

 

■11月 

●愛国の告白－沈黙を破る Part2 

●あちらにいる鬼 

●あなたの微笑み 

●穴を掘る 

●雨の詩 

●ある男 

●Vin Japonais（ヴァン・ジャポネ）〜the story of NIHON WINE 

●炎上シンデレラ 

●愚か者のブルース 

●川のながれに 

●銀河 2072 

●劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 

●人に非ず 

●桜色の風が咲く 

●左様なら今晩は 

●シグナチャー〜日本を世界の銘醸地に〜 

●死刑 

●死神遣いの事件帖 －月花奇譚－ 

●シャーマンの娘 

●人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版 

●すずめの戸締まり 

●それぞれの花 

●退屈なかもめたち 

●たまねこ、たまびと 

●ダラダラ 

●追想ジャーニー 

●土を喰らう十二ヵ月 

●渚に咲く花 

●ナニワ金融道〜灰原、帝国金融の門を叩く！〜 

●脳天気 

●の方へ、流れる 



●はだかのゆめ 

●ハッピーエンディングス 

●鳩のごとく 蛇のごとく 斜陽 

●光の指す方へ 

●百姓の百の声 

●ボクらのホームパーティー 

●母性 

●麻雀最強戦 the movie 

●間借り屋の恋 

●窓辺にて 

●宮松と山下 

●メイヘムガールズ 

●森の中のレストラン 

●やまぶき 

●夢半ば 

●ゆめのまにまに 

●Yokosuka 1953 

●RIGHTS! パンクに愛された男 

●わたしのお母さん 

●ワタシの中の彼女 

 

■12月 

●I AM JAM ピザの惑星危機一髪！ 

●I’m Late※４ 

●浦安魚市場のこと 

●映画かいけつゾロリ ラララ♪スターたんじょう 

●ETERNITY※４ 

●EROSION 

●往訪※５ 

●近江商人、走る！ 

●狼 ラストスタントマン 

●大きな古時計 劇場版 

●海岸通りのネコミミ探偵 

●かがみの孤城 

●餓鬼が笑う 

●仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIE バトルロワイヤル 

●渇いた鉢 

●北風だったり、太陽だったり 



●ケイコ 目を澄ませて 

●光復 

●コントロール・ユア・エモーション※４ 

●THE FIRST SLAM DUNK 

●散歩時間〜その日を待ちながら〜 

●静かなる夜 

●ジャパニーズ スタイル Japanese Style 

●終末の探偵 

●真・事故物件パート２ 全滅 

●戦場記者 

●そばかす 

●啄む嘴 

●月の満ち欠け 

●天上の花 

●ドーナツもり 

●特撮喜劇 大木勇造 人生最大の決戦 

●Dr.コトー診療所 

●泥の子と狭い家の物語 

●ナニワ金融道〜大蛇市マネーウォーズ〜 

●ナニワ金融道〜銭と泪と権利と女〜 

●肉態問答 

●にわのすなば GARDEN SANDBOX 

●半島の鳥※４ 

●光の指す方へ 

●不安な体※４ 

●ブラックナイトパレード 

●プレイヤーズ・トーク 

●ベイウォーク 

●ペットショップ※６ 

●僕らはみーんな生きている 

●窓 MADO 

●マニブスの種※６ 

●道草 

●眩暈 VERTIGO 

●モジャ※５ 

●夜、鳥たちが啼く 

●夜のスカート 

●ラーゲリより愛を込めて 



●私の知らないあなたについて 

●我らは眠らない 

 

※１…Season1 は２０２１年公開（オムニバスを４回に分けて公開）、短篇１本ずつが対象 

※ndjc2021＝文化庁委託事業「若手映画作家プロジェクト」２０２１年度製作 

 

※アクターズ・ショートフィルム２…短篇１本ずつが対象 

 

※２…鈴木竜也短篇集 三人の男 ＭＥＡＮ ＡＮＩＭＡＴＩＯＮ ※３…ＨＡＫＵＳＨＩ ＰＲＯＪＥＣ

Ｔ  

※４…指先から宇宙まで 素晴らしき短編アニメーション 

 

※５…宇賀那健一監督短編集：未知との交流 ※６…芦原健介監督短編特集上映 

 

 


