
平均点 僕の採点
12-01-上 -×-(マイナス・×・マイナス) 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-01-上 よみがえる琉球芸能 江戸上り 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-01-上 UGLY 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-01-上 源氏物語 千年の謎 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-01-上 医（いや）す者として 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-01-上 ブルックリン橋をわたって 邦画 ★ ★★ ★★★ 2.00
12-01-上 ｆｒｉｅｎｄｓ もののけ島のナキ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-01-上 ワイルド７ 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
12-01-上 リアル・スティール 洋画 ★★★ ★★ ★★★★★ 3.33 ★★★
12-01-上 INVITATION ｆｒｏｍ SPIKE JONZE アイム・ヒア／みんなのしらないセン 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
12-01-上 オジー降臨 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-01-上 宇宙船ポール 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★★★
12-01-上 風にそよぐ草 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★★
12-01-上 ロンドン・ブルバード －LAST BODYGUARD－ 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33 ★★
12-01-上 私だけのハッピー・エンディング 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-01-上 運命の子 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-01-上 マイティ・ウクレレ 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67 ★★★★
12-01-上 惑星戦記ナイデニオン 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
12-01-上 サラの鍵 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67 ★★
12-01-上 ルルドの泉で 洋画 ★★★★ ★★★★ ★ 3.00 ★★★★

12-01-上
ポール・マッカートニー THE LOVE WE MAKE ～9.11からコンサート・
フォー・ニューヨーク・シティへの軌跡～

洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00 ★★★

12-01-上 エル・ブリの秘密 世界一予約の取れないレストラン 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-01-上 ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル 洋画 ★★★ ★★ ★★★★★ 3.33 ★★★
12-01-上 ミラノ、愛に生きる 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-01-下 Miss Boys ! 決戦は甲子園!？編 邦画 ★★★ ★ ★★ 2.00
12-01-下 聯合艦隊司令長官 山本五十六-太平洋戦争７０年目の真実- 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33 ★★★
12-01-下 カルテット！ 邦画 ★★★★ ★★ ★ 2.33
12-01-下 チベット犬物語～金色のドージェ～ 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-01-下 マジック・ツリーハウス 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-01-下 琉神マブヤー THE MOVIE 七つのマブイ 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
12-01-下 月光ノ仮面 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00 ★
12-01-下 ヒミズ 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
12-01-下 普通に生きる～自立を目指して～ 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-01-下 はさみ ｈａｓａｍｉ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-01-下 スウィッチ 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-01-下 永遠の僕たち 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33 ★★★
12-01-下 善き人 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-01-下 哀しき獣 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.00 ★★
12-01-下 パーフェクト・センス 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-01-下 フライトナイト／恐怖の夜 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-01-下 ストリートダンス／TOP OF UK 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-01-下 デビズ・ダブル -ある影武者の物語- 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33
12-01-下 BUNRAKU ブンラク 洋画 ★ ★★ ★ 1.33
12-01-下 アニマル・キングダム 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-01-下 果てなき路 洋画 ★★★★★ ★★ ★★★★ 3.67
12-01-下 ダーク・フェアリー 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-01-下 ピアノマニア 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-01-下 ニーチェの馬 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-02-上 ALWAYS 三丁目の夕日’６４ 邦画 ★★★★★ ★★ ★★ 3.00
12-02-上 ドットハック セカイの向こうに 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-02-上 Miss Boys！友情のゆくえ編 邦画 ★★★ ★ ★★ 2.00
12-02-上 犬の首輪とコロッケと 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-02-上 ロボジー 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-02-上 しあわせのパン 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-02-上 DX（ディスレクシア）な日々 美んちゃんの場合 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-02-上 マメシバ一郎３D 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-02-上 東京プレイボーイクラブ 邦画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
12-02-上 ベルセルク 黄金時代篇Ⅰ覇王の卵 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-02-上 きみはペット 洋画 ★★ ★ ★ 1.33
12-02-上 ジョニー・イングリッシュ 気休めの報酬 洋画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00 ★★★★
12-02-上 三国志英傑伝 関羽 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-02-上 マイウェイ 12,000キロの真実 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-02-上 ジャックとジル 洋画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-02-上 痛み 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-02-上 グッド・ドクター 禁断のカルテ 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67
12-02-上 最高の人生をあなたと 洋画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
12-02-上 人生はビギナーズ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33 ★★
12-02-上 フラメンコ・フラメンコ 洋画 ★★ ★★★ ★★★★★ 3.33
12-02-上 イエロー・ケーキ クリーンなエネルギーという嘘 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-02-上 J・エドガー 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.00 ★★★
12-02-上 ペントハウス 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-02-上 マシンガン・プリーチャー 洋画 ★★ ★ ★★★★ 2.33
12-03-上 荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
12-03-上 忍道-SHINOBIDO- 邦画 ★★★ ★ ★ 1.67
12-03-上 日本列島 生き物たちの物語 邦画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-03-上 ウタヒメ 彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-03-上 キツツキと雨 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-03-上 逆転裁判 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-03-上 POV〜呪われたフィルム〜 邦画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-03-上 RIVER 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-03-上 はやぶさ 遙かなる帰還 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-03-上 TSY タイム スリップ ヤンキー 邦画 ★ ★ ★ 1.00
12-03-上 生きてるものはいないのか 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-03-上 セイジ -陸の魚- 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-03-上 タンタンと私 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-03-上 ビーストリー 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
12-03-上 ポエトリー アグネスの詩 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-03-上 昼下がり、ローマの恋 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-03-上 ハンター 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67 ★★★
12-03-上 メランコリア 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.00 ★★★★

キネマ旬報評点②（2012-01上旬号〜2013-12下旬号 満点は★★★★★）
作品検索は

Control(⌘)+F
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平均点 僕の採点
12-03-上 汽車はふたたび故郷へ 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00
12-03-上 ザ・トーナメント 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
12-03-上 タイム 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-03-上 おとなのけんか 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-03-上 ザ・レッジ -１２時の死刑台- 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-03-上 ものすごくうるさくて、ありえないくらい近い 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67 ★★★
12-03-下 アフロ田中 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-03-下 究竟の地 岩崎鬼剣舞の一年 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-03-下 ゾンビアス 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
12-03-下 らもトリップ 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-03-下 NINIFUNI 邦画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-03-下 幸運の壺 Good Fortune 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-03-下 富士見二丁目交響楽団シリーズ 寒冷前線コンダクター 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-03-下 珈琲と鉛筆 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-03-下 ラブポリス〜ニート達の挽歌〜 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
12-03-下 ライアーゲーム -再生- 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-03-下 アンダーワールド 覚醒 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
12-03-下 恋人たちのパレード 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-03-下 英雄の証明 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-03-下 トワイライト・サーガ／ブレイキング・ドーン Part１ 洋画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-03-下 世界最古の洞窟壁画 ３D 忘れられた夢の記憶 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-03-下 コーマン帝国 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-03-下 ピラミッド 5000年の嘘 洋画 ★ ★★★ ★ 1.67 ★★
12-03-下 顔のないスパイ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
12-03-下 父の初七日 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-03-下 ヘルレイザー：レベレーション 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-04-上 映画ドラえもん のび太と奇跡の島〜アニマルアドベンチャー〜 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-04-上 おかえり、はやぶさ 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-04-上 幸せな時間 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-04-上 へんげ 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
12-04-上 ３１１ 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-04-上 FLY！〜平凡なキセキ〜 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-04-上 不良少年 3,000人の総番（アタマ） 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-04-上 ｆｒｉｅｎｄｓ ａｆｔｅｒ 3.11[劇場版] 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00 ★
12-04-上 桜蘭高校ホスト部（クラブ） 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-04-上 ゴーストライターホテル 邦画 ★ ★ ★ 1.00
12-04-上 種まく旅人〜みのりの茶〜 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-04-上 僕等がいた 前篇 邦画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
12-04-上 ヒューゴの不思議な発明 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★★
12-04-上 アリラン 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33 ★
12-04-上 SHAME -シェイム- 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-04-上 セットアップ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-04-上 超能力者 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-04-上 ピープルVSジョージ・ルーカス 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-04-上 イップ・マン 誕生 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-04-上 トゥルースorデア 密室デスゲーム 洋画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-04-上 プリピャチ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-04-上 シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-04-上 マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
12-04-上 青い塩 洋画 ★★ ★ ★★ 1.67
12-04-下 立入禁止区域 双葉〜されど、我が故郷〜 邦画 ★★★ ★★ ★ 2.00
12-04-下 海燕ホテル・ブルー 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-04-下 サルベージ・マイス 邦画 ★★★ ★ ★ 1.67
12-04-下 核の傷：肥田舜太郎医師と内部被曝 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-04-下 ほかいびと 伊那の井月 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-04-下 僕達急行 A列車で行こう 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00 ★★
12-04-下 青いソラ白い雲 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-04-下 アノソラノアオ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-04-下 先生、おなか痛いです 邦画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-04-下 明日に架ける愛 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
12-04-下 はじまりの記憶 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-04-下 傍（かたわら）〜３月１１日からの旅〜 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-04-下 長ぐつをはいたネコ 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-04-下 テイク・シェルター 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-04-下 少年と自転車 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
12-04-下 センター・オブ・ジ・アース２ 神秘の島 洋画 ★ ★★ ★ 1.33
12-04-下 トロール・ハンター 洋画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-04-下 マリリン７日間の恋 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-04-下 マンク〜破戒僧〜 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-04-下 スーパー・チューズデー〜正義を売った日〜 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00 ★★★★★
12-04-下 第九軍団のワシ 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-04-下 ドライヴ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33 ★★★
12-04-下 ヘルプ〜心がつなぐストーリー〜 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00 ★★★★
12-04-下 ルート・アイリッシュ 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00 ★★★
12-05-上 篤姫ナンバー１ 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-05-上 劇場版SPEC～天～ 邦画 ★★★ ★ ★★ 2.00
12-05-上 KOTOKO 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★
12-05-上 トテチータ・チキチータ 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-05-上 ラーメン侍 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-05-上 私の叔父さん 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★★ 3.67 ★
12-05-上 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-05-上 どんずまり便器 邦画 ★★★★ ★ ★★★★ 3.00
12-05-上 レッド・ティアーズ 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-05-上 映画 名探偵コナン １１人目のストライカー 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-05-上 SR サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者 邦画 ★★★★ ★★ ★★★★★ 3.67
12-05-上 季節、めぐり それぞれの居場所 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-05-上 ビースト・ストーカー／証人 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-05-上 ジョン・カーター 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-05-上 バトルシップ 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
12-05-上 ゾンビ・ヘッズ 死にぞこないの青い春 洋画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-05-上 アーティスト 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★★★
12-05-上 キリング・ショット 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-05-上 台北カフェ・ストーリー 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-05-上 マンイーター 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
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平均点 僕の採点
12-05-上 別離 洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00 ★★★
12-05-上 オレンジと太陽 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-05-上 キリング・フィールズ 失踪地帯 洋画 ★★ ★★★ ★★★★★ 3.33
12-05-上 決闘の大地で 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-05-下 劇場版 笑ってさよなら～四畳半 下請け工場の日々～ 邦画 ★★★★ ★★ ★ 2.33
12-05-下 ももへの手紙 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-05-下 モンスターズクラブ 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-05-下 わが母の記 邦画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
12-05-下 センチメンタルヤスコ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-05-下 X（バツ）ゲーム２ 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-05-下 テルマエ・ロマエ 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★
12-05-下 HOME 愛しの座敷わらし 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-05-下 鳥を見て！ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-05-下 僕等がいた 後篇 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
12-05-下 宇宙兄弟 邦画 ★★★★★ ★★★ ★★ 3.33
12-05-下 王朝の陰謀 判事ディーと人体発火怪奇事件 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00 ★★★
12-05-下 Black ＆ White/ブラック＆ホワイト 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67 ★★★
12-05-下 裏切りのサーカス 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★
12-05-下 捜査官X 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-05-下 タイタンの逆襲 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-05-下 女ドラゴンと怒りの未亡人軍団 洋画 ★ ★★ ★ 1.33
12-05-下 孤島の王 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33 ★★★★
12-05-下 容疑者、ホアキン・フェニックス 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67
12-05-下 エターナル 奇蹟の出会い 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-05-下 アンネの追憶 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-05-下 ジョイフル♪ノイズ 洋画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-05-下 ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-05-下 ル・アーヴルの靴みがき 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★★
12-06-上 ビターコーヒーライフ 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-06-上 ポテチ 邦画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
12-06-上 虹色ほたる～永遠の夏休み～ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-06-上 先生を流産させる会 邦画 ★ ★★★★ ★★★★ 3.00
12-06-上 この空の花 －長岡花火物語－ 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-06-上 隣る人 邦画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67
12-06-上 レンタネコ 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
12-06-上 MY HOUSE 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-06-上 ベイビーズ －いのちのちから－ 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
12-06-上 幸せの教室 洋画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-06-上 恋と愛の測り方 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-06-上 コネクション マフィアたちの法廷 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-06-上 フェイシズ 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00

12-06-上 ロボット 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
完全版/

★★★★★
12-06-上 ファミリー・ツリー 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-06-上 ミッドナイトFM 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-06-上 さあ帰ろう、ペダルをこいで 洋画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67
12-06-上 キラー・エリート 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-06-上 ザ・マペッツ 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-06-上 バッド・ティーチャー 洋画 ★★★ ★ ★★★★ 2.67
12-06-下 ガール 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-06-下 骨壷 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-06-下 HESOMORI －ヘソモリ－ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-06-下 道～白磁の人～ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-06-下 相馬看花－第一部 奪われた土地の記憶－ 邦画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-06-下 まだ、人間 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-06-下 外事警察 その男に騙されるな 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-06-下 シグナル～月曜日のルカ～ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-06-下 極秘指令：ドッグ×ドッグ 洋画 ★ ★ ★★ 1.33
12-06-下 サニー 永遠の仲間たち 洋画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33 ★★★★★
12-06-下 ダーク・シャドウ 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-06-下 グレイヴ・エンカウンターズ 洋画 ★★★ ★★ ★ 2.00
12-06-下 ムサン日記～白い犬 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-06-下 メン・イン・ブラック３ 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33 ★★★
12-06-下 ヴィダル・サスーン 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-06-下 ミッシングID 洋画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-06-下 ミッドナイト・イン・パリ 洋画 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.33 ★★★
12-06-下 私が、生きる肌 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-06-下 ジェーン・エア 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67 ★★★★
12-06-下 ファウスト 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-07-上 愛と誠 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-07-上 臍帯 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-07-上 バルーンリレー 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-07-上 死刑弁護人 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-07-上 映画 ホタルノヒカリ 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-07-上 See You 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-07-上 シーソー seesaw 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-07-上 モバイルハウスのつくりかた 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-07-上 幸せへのキセキ 洋画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-07-上 ソウル・サーファー 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-07-上 ハングリー・ラビット 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-07-上 ベル・フラワー 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-07-上 キリマンジャロの雪 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-07-上 一枚のめぐり逢い 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-07-上 フライペーパー！史上最低の銀行強盗 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
12-07-上 きっと ここが帰る場所 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-07-上 ネイビーシールズ 洋画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-07-上 愛の残像 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.67 ★
12-07-上 アタック・ザ・ブロック 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-07-上 ワン・デイ ２３年ぶりのラブストーリー 洋画 ★★★ ★ ★★ 2.00 ★★
12-07-下 希望のシグナル-自殺防止最前線からの提言- 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-07-下 ベルセルク 黄金時代篇Ⅱドルドレイ攻略 邦画 ★★★ ★★★★★ ★★ 3.33
12-07-下 臨場 劇場版 邦画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-07-下 ギリギリの女たち 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-07-下 くノ一処刑人～拷問地獄旅～ 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
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平均点 僕の採点
12-07-下 LOVE まさお君が行く！ 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-07-下 くそガキの告白 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-07-下 グスコーブドリの伝記 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-07-下 それでも、愛してる 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00 ★★★
12-07-下 ブラック・ブレッド 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-07-下 ブレイクアウト 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67 ★★★★
12-07-下 コナン・ザ・バーバリアン 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-07-下 ただ君だけ 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-07-下 プレイ-獲物- 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-07-下 HELL 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
12-07-下 ラム・ダイアリー 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-07-下 オロ 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-07-下 クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33
12-07-下 少年は残酷な弓を射る 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
12-07-下 さらば復讐の狼たちよ 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33
12-08-上 BRAVE HEARTS 海猿 邦画 ★★★ ★ ★★ 2.00
12-08-上 苦役列車 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-08-上 グラッフリーター刀牙（とき） 邦画 ★ ★★★ ★ 1.67
12-08-上 ぱいかじ南海作戦 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-08-上 スープ ～生まれ変わりの物語～ 邦画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67 ★★
12-08-上 私の悲しみ 邦画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
12-08-上 いわさきちひろ ～27歳の旅立ち～ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-08-上 ヘルタースケルター 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
12-08-上 崖っぷちの男 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00 ★★★★★
12-08-上 クーリエー -過去を運ぶ男- 洋画 ★★ ★ ★★ 1.67
12-08-上 ユナイテッド -ミュンヘンの悲劇- 洋画 ★★★ ★★ ★ 2.00
12-08-上 屋根裏部屋のマリアたち 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00 ★★★
12-08-上 プリンセス・カイウラニ 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-08-上 誰もがクジラを愛してる。 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
12-08-上 ムカデ人間２ 洋画 ★ ★★★ ★★★★ 2.67
12-08-上 ローマ法王の休日 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33 ★★
12-08-上 シャーク・ナイト 洋画 ★ ★ ★★ 1.33
12-08-上 リンカーン弁護士 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-08-上 The Lady アウン・サン・スー・チー 引き裂かれた愛 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-08-上 汚れた心 洋画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
12-08-下 Another アナザー 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-08-下 ニッポンの嘘〜報道写真家福島菊次郎90歳〜 邦画 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 5.00
12-08-下 桐島、部活やめるってよ 邦画 ★★ ★★★★ ★★★★★ 3.67 ★★
12-08-下 「わたし」の人生（みち） 我が命のタンゴ 邦画 ★ ★★ ★★★ 2.00
12-08-下 おおかみこどもの雨と雪 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00 ★★★★
12-08-下 アニメ師・杉井ギザブロー 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-08-下 こっぴどい猫 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
12-08-下 聴こえてる、ふりをしただけ 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
12-08-下 スターシップ・トゥルーパーズ インベイジョン 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
12-08-下 ゴッド・ブレス・アメリカ 洋画 ★★★ ★★ ★★★★★ 3.33
12-08-下 トガニ 幼き瞳の告発 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00 ★★★
12-08-下 ハーフ・デイズ 洋画 ★★ ★ ★★ 1.67
12-08-下 ぼくたちのムッシュ・ラザール 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-08-下 依頼人 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-08-下 ダークナイト ライジング 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★★ 3.67
12-08-下 眠れぬ夜の仕事図鑑 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-08-下 灼熱の肌 洋画 ★ ★★★★★ ★★★★★ 3.67 ★
12-08-下 メリダとおそろしの森 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00 ★★★
12-08-下 画皮（がひ） あやかしの恋 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-08-下 遊星からの物体X ファーストコンタクト 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
12-09-上 怪談新耳袋 異形 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-09-上 ふじ学徒隊 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-09-上 放課後ミッドナイターズ 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-09-上 闇金ウシジマくん 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-09-上 かぞくのくに 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
12-09-上 愛を歌うより俺に溺れろ！ 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-09-上 歌えマチグヮー 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-09-上 るろう剣心 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-09-上 ラ・ワン 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-09-上 Virginia/ヴァージニア 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00
12-09-上 強奪のトライアングル 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
12-09-上 やがて哀しき復讐者 洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
12-09-上 コンシェンス/裏切りの炎 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-09-上 テイク・ディス・ワルツ 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-09-上 マクダルのカンフーようちえん 洋画 ★ ★★★★ ★★ 2.33
12-09-上 プンサンケ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33 ★★★★★
12-09-上 アベンジャーズ 洋画 ★★★ ★ ★★★ 2.33 ★★★
12-09-上 WIN WIN/ウィン・ウィン ダメ男とダメ少年の最高の日々 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-09-上 籠の中の乙女 洋画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-09-上 THE GREY 凍える太陽 洋画 ★ ★★★ ★★★★★ 3.00
12-09-下 あなたへ 邦画 ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.67
12-09-下 I'M FLASH 邦画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-09-下 ハイサイ ～神様の言うとおり～ 邦画 ★ ★ ★ 1.00
12-09-下 夜が終わる場所 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
12-09-下 映画 ひみつのアッコちゃん 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-09-下 DON'T STOP! 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-09-下 人生、いろどり 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
12-09-下 よだかのほし 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-09-下 プロメテウス 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00 ★★★
12-09-下 神弓-KAMIYUMI- 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
12-09-下 コロンビアーナ 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-09-下 リヴィッド 洋画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-09-下 最強のふたり 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-09-下 ボブ・マーリー/ルーツ・オブ・レジェンド 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-09-下 モンサントの不自然な食べ物 洋画 ★★★★★ ★ ★★★★ 3.33 ★★★★
12-09-下 ウェイ・バック-脱出6500Km- 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-09-下 フェイシング・アリ 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-09-下 凍える牙 洋画 ★★★ ★★ ★ 2.00
12-09-下 そして友よ、静かに死ね 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
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12-09-下 これは映画ではない 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33
12-10-上 夢売るふたり 邦画 ★★★★ ★ ★★ 2.33
12-10-上 天地明察 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67 ★★
12-10-上 ライク・サムワン・イン・ラブ 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
12-10-上 王様とボク 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-10-上 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
12-10-上 鍵泥棒のメソッド 邦画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00 ★★★★
12-10-上 スケッチ・オブ・ミャーク 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-10-上 ～放射能を浴びた～X年後 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
12-10-上 莫逆家族 バクギャクファミーリア 邦画 ★ ★★ ★ 1.33
12-10-上 祈り～サムシンググレートとの対話～ 邦画 ★ ★ ★ 1.00
12-10-上 デンジャラス・ラン 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67 ★★★
12-10-上 ハーバー・クライシス＜湾岸危機＞ Bｌack & White Episode 1 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
12-10-上 イラン式料理本 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-10-上 ヴァンパイア 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
12-10-上 スリープレス・ナイト 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-10-上 ル・コルヴュジエの家 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-10-上 ディクテーター 身元不明でニューヨーク 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-10-上 白雪姫と鏡の女王 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33 ★★★★
12-10-上 コッホ先生と僕らの革命 洋画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
12-10-上 ソハの地下水道 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
12-10-下 ビンゴ 邦画 ★ ★★ ★ 1.33
12-10-下 新しい靴を買わなくちゃ 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-10-下 ツナグ 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-10-下 よみがえりのレシピ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-10-下 アシュラ 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-10-下 アウトレイジ ビヨンド 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33 ★★★★
12-10-下 くろねこルーシー 邦画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67
12-10-下 赤い季節 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-10-下 アイアン・スカイ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★
12-10-下 エージェント・マロリー 洋画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-10-下 ハンガー・ゲーム 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-10-下 ロビイストの陰謀 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
12-10-下 壊された５つのカメラ パレスチナ・ビリンの叫び 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
12-10-下 ボーン・レガシー 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33 ★★
12-10-下 エレベーター 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-10-下 モンスター・ホテル 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-10-下 ロック・オブ・エイジズ 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★ 3.33
12-10-下 コンフィデンスマン ある詐欺師の男 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-10-下 ロラックスおじさんの秘密の種 洋画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-10-下 情熱のピアニズム 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-11-上 恋に至る病 邦画 ★★ ★ ★ 1.33
12-11-上 ひとつの歌 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
12-11-上 フタバから遠く離れて 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-11-上 旅の贈りもの 明日へ 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-11-上 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-11-上 希望の国 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
12-11-上 天心の譜（しらべ） 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-11-上 ペンギン夫婦の作り方 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
12-11-上 ビラルの世界 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-11-上 キック・オーバー 洋画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
12-11-上 桃（タオ）さんのしあわせ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-11-上 エクスペンダブルズ２ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
12-11-上 最終目的地 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-11-上 推理作家ポー 最期の５日間 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33 ★★
12-11-上 アルゴ 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★
12-11-上 高地戦 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
12-11-上 SAFE/セイフ 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-11-上 思秋期 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-11-上 菖蒲 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-11-上 声をかくす人 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
12-11-下 終の信託 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33 ★★★
12-11-下 のぼうの城 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-11-下 天のしずく 辰巳芳子”いのちのスープ” 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-11-下 Playback 邦画 ★ ★★★ ★★ 2.00
12-11-下 流 ながれ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-11-下 黄金を抱いて翔べ 邦画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-11-下 北のカナリア 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67 ★★
12-11-下 私の奴隷になりなさい 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-11-下 ザ・レイド 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00
12-11-下 ゾンビ革命ーファン・オブ・ザ・デッドー 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
12-11-下 ユニバーサル・ソルジャー 殺戮の黙示録 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-11-下 ハード・ソルジャー 炎の奪還 洋画 ★★★ ★ ★★★★ 2.67
12-11-下 ATM 洋画 ★ ★ ★★ 1.33
12-11-下 シャドー チェイサー 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
12-11-下 ウォリスとエドワード 英国王冠をかけた恋 洋画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-11-下 みんなで一緒に暮らしたら 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-11-下 危険なメソッド 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.33
12-11-下 リンカーン/秘密の書 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-11-下 One Night,One Love/ワンナイト、ワンラブ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-11-下 チキンとプラム〜あるバイオリン弾き、最後の夢〜 洋画 ★ ★★★★★ ★★ 2.67
12-12-上 カミハテ商店 邦画 ★★ ★ ★★★★ 2.33
12-12-上 その夜の侍 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
12-12-上 任侠ヘルパー 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-12-上 ふがいない僕は空を見た 邦画 ★★★★ ★ ★ 2.00
12-12-上 悪の教典 邦画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67
12-12-上 武蔵野線の姉妹 邦画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
12-12-上 ワーキング・ホリデー 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-12-上 ドコニモユケナイ 邦画 ★★★★★ ★ ★★★ 3.00
12-12-上 行方不明 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
12-12-上 FASHION STORY -MODEL- 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
12-12-上 ゲットバック 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
12-12-上 ３８８ サンハチハチ 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
12-12-上 アパートメント：１４３ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
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平均点 僕の採点
12-12-上 映画と恋とウディ・アレン 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
12-12-上 ミラクルツインズ 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-12-上 人生の特等席 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33 ★★★★★
12-12-上 ボディ・ハント 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-12-上 ドリームハウス 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★★
12-12-上 HICK ルリ１３歳の旅 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
12-12-上 ウーマン・イン・ブラック 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
12-12-下 長良川ド根性 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
12-12-下 綱引いちゃった！ 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
12-12-下 ミロクローゼ 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
12-12-下 ニッポンの、みせものやさん 邦画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
12-12-下 駄作の中にだけ俺がいる 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
12-12-下 愛のゆくえ（仮） 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
12-12-下 パーティは銭湯からはじまる 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
12-12-下 僕の中のオトコの娘 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-12-下 カラスの親指 邦画 ★ ★★★ ★ 1.67
12-12-下 ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
12-12-下 ロックアウト 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
12-12-下 ダーケストアワー 消滅 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
12-12-下 アナザー・ハッピー・デイ ふぞろいな家族たち 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
12-12-下 恋のロンドン狂騒曲 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
12-12-下 ００７ スカイフォール 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★
12-12-下 秘密のオブジェクト 洋画 ★ ★★★ ★★ 2.00
12-12-下 裏切りの戦場 葬られた誓い 洋画 ★★ ★ ★★★★ 2.33
12-12-下 美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう／足立正生 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
12-12-下 愛について、ある土曜日の面会室 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
12-12-下 駆ける少年 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
13-01-上 今日、恋をはじめます 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
13-01-上 二つの祖国で 日系陸軍情報部 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-01-上 グッモーエビアン！ 邦画 ★★★★ ★★ ★ 2.33
13-01-上 おだやかな日常 邦画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
13-01-上 サンタクロースをつかまえて 邦画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67
13-01-上 映画 妖怪人間ベム 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-01-上 たとえば檸檬 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-01-上 ももいろそらを 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-01-上 ボス その男シヴァージ 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-01-上 リターン・トゥ・ベース 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-01-上 恋愛じゃダメかしら？ 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
13-01-上 ブラッド・ウェポン 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-01-上 砂漠でサーモン・フィッシング 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-01-上 フランケンウィニー 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33
13-01-上 シェフ！ ～三ツ星レストランの舞台裏へようこそ～ 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-01-上 もうひとりのシェイクスピア 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-01-上 ファースト・ポジション 夢に向かって踊れ！ 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-01-上 最初の人間 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-01-上 マリー・アントワネットに別れをつげて 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.00 ★★★
13-01-上 ルビー・スパークス 洋画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-01-下 大奥～永遠～[右衛門佐・綱吉篇] 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-01-下 ゾンビデオ 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-01-下 父をめぐる旅 異才の日本画家・中村正義の生涯 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-01-下 カラカラ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-01-下 さなぎ～学校に行きたくない～ 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-01-下 青木ケ原 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-01-下 映画 鈴木先生 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-01-下 みなさん、さようなら 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-01-下 SUSHI GIRL 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
13-01-下 大魔術師Xのダブル・トリック 洋画 ★ ★★ ★★ 1.67
13-01-下 ９６時間／リベンジ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67 ★★★
13-01-下 ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-01-下 ディラン・ドッグ デッド・オブ・ナイト 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-01-下 拝啓、愛しています 洋画 ★★★★ ★ ★★ 2.33
13-01-下 理想の出産 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-01-下 フリーランサー NY捜査線 洋画 ★★★ ★★ ★★★★★ 3.33
13-01-下 レ・ミゼラブル 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67 ★★★
13-01-下 ダイアナ・ヴリーランド 伝説のファッショニスタ 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-01-下 恋するローマ、元カレ元カノ 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-01-下 LOOPER／ルーパー 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00 ★★★★
13-02-上 あるいは佐々木ユキ 邦画 ★ ★★★★ ★★ 2.33
13-02-上 渾身 KON-SHIN 邦画 ★★★ ★ ★ 1.67 ★★★★
13-02-上 しんしんしん 邦画 ★★★ ★ ★★ 2.00
13-02-上 ナイトピープル 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-02-上 デッド寿司 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-02-上 東京家族 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-02-上 きいろいゾウ 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-02-上 さまよう獣 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-02-上 ロンドンゾンビ紀行 洋画 ★ ★★★ ★★★★ 2.67
13-02-上 チョコレート・ガール バッド・アス!! 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-02-上 明日の空の向こうに 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-02-上 人生、ブラボー！ 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-02-上 噂のギャンブラー 洋画 ★ ★ ★★★★ 2.00
13-02-上 アルバート氏の人生 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-02-上 アルマジロ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00
13-02-上 マリー・ゴールド・ホテルで会いましょう 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-02-上 テッド 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★
13-02-上 ザ・フューチャー 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.00
13-02-上 東ベルリンから来た女 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★★ 3.67
13-02-上 塀の中のジュリアス・シーザー 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00
13-03-上 脳男 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
13-03-上 ひかりのおと 邦画 ★★ ★★★★★ ★ 2.67
13-03-上 先祖になる 邦画 ★★★★ ★★★★★ ★★ 3.67
13-03-上 体温 邦画 ★ ★ ★ 1.00
13-03-上 SADO TEMPEST 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-03-上 チチを撮りに 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-03-上 約束 名張ぶどう酒事件 死刑囚の生涯 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
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13-03-上 3.11後を生きる 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-03-上 ゴーストライダー2 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-03-上 悪人に平穏なし 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-03-上 PERKER／パーカー 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-03-上 ヒンデンブルク　第三帝国の陰謀 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-03-上 ムーンライズ・キングダム 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-03-上 奪命金 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-03-上 よりよき人生 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-03-上 レッド・ライト 洋画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
13-03-上 命をつなぐバイオリン 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-03-上 ゼロ・ダーク・サーティ 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★★
13-03-上 王になった男 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-03-上 ジャッジ・ドレッド 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-03-下 遺体～明日への十日間～ 邦画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67
13-03-下 セックスの向こう側 ～AV男優という生き方 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
13-03-下 草原の椅子 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-03-下 すーちゃん まいちゃん さわ子さん 邦画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-03-下 インターミッション 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-03-下 横道世之介 邦画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
13-03-下 蟻が空を飛ぶ日 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-03-下 ぼっちゃん 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-03-下 世界にひとつのプレイブック 洋画 ★★ ★★ ★★★★★ 3.00 ★★★★
13-03-下 バチェロレッテ －あの子が結婚するなんて！－ 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-03-下 逃走車 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★
13-03-下 マーサ、あるいはマーシー・メイ 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★ 3.67
13-03-下 ジャンゴ 繋がれざる者 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★
13-03-下 ダークホース ～リア獣エイブの恋～ 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-03-下 ベラミ 愛を弄ぶ男 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-03-下 アンナ・カレーニナ 洋画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33 ★★★★★
13-03-下 フライト 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33 ★★★★
13-03-下 キャビン 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-03-下 愛してる、愛してない 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-03-下 ダイナソー・プロジェクト 洋画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-04-上 あれから 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-04-上 千年の愉楽 邦画 ★★★★ ★★★★★ ★★★ 4.00
13-04-上 ひまわりと子犬の7日間 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
13-04-上 ボクたちの交換日記 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-04-上 赦免花＜しゃめんばな＞ 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-04-上 プラチナデータ 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-04-上 コドモ警察 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
13-04-上 暗闇から手をのばせ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-04-上 オズ はじまりの戦い 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00 ★★★
13-04-上 野蛮な奴ら／SAVAGES 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.00
13-04-上 魔女と呼ばれた少女 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-04-上 恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
13-04-上 愛、アムール 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00 ★★★
13-04-上 メッセンジャー 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-04-上 クラウド・アトラス 洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00 ★★★
13-04-上 汚（けが）れなき祈り 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-04-上 偽りなき者 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★ 3.33
13-04-上 シュガーマン　奇跡に愛された男 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-04-上 ザ・マスター 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★★★★
13-04-上 キング・オブ・マンハッタン 危険な賭け 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-04-下 だいじょうぶ３組 邦画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-04-下 異国に生きる 日本の中のビルマ人 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-04-下 関西ジャニーズJr.の京都太秦行進曲！ 邦画 ★ ★ ★★★★ 2.00
13-04-下 恐竜を掘ろう 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-04-下 相棒シリーズ X DAY 邦画 ★★★★★ ★ ★★★ 3.00
13-04-下 長嶺ヤス子 裸足のフラメンコ 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-04-下 こたつと、みかんと、ニャー。 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-04-下 桜、ふたたびの加奈子 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-04-下 シュガー・ラッシュ 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
13-04-下 探偵ヨンゴン 義手の銃を持つ男 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-04-下 ハーブ＆ドロシー ふたりからの贈りもの 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
13-04-下 カレ・ブラン 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-04-下 パラノーマン ブライス・ホローの謎 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-04-下 チャイルドコール 呼声 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-04-下 海と大陸 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-04-下 君と歩く世界 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-04-下 ジャックと天空の巨人 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-04-下 グッバイ・ファーストラブ 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★
13-04-下 スカイラブ 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33
13-04-下 ベルヴィル・トーキョー 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-05-上 食卓の肖像 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-05-上 桜並木の満開の下に 邦画 ★★★★ ★ ★★★★ 3.00
13-05-上 舟を編む 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
13-05-上 戦争と一人の女 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-05-上 秘愛 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-05-上 ペタル ダンス 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-05-上 藁の楯 わらのたて 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-05-上 モンスター 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-05-上 ヒッチコック 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67 ★★★★★
13-05-上 フリア よみがえり少女 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-05-上 ライジング・ドラゴン 洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
13-05-上 容疑者Ｘ 天才数学者のアリバイ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-05-上 コズモポリス 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-05-上 天使の分け前 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-05-上 ブルーノのしあわせガイド 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-05-上 リンカーン 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33 ★★★★
13-05-上 ホーリー・モーターズ 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33
13-05-上 カルテット！人生のオペラハウス 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-05-上 ハッシュパピー ～バスタブ島の少女 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-05-上 ヒステリア 洋画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-05-下 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！B級グルメサバイバル!! 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
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平均点 僕の採点
13-05-下 図書館戦争 邦画 ★★★★ ★ ★ 2.00
13-05-下 オース！バタヤン 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-05-下 犬と猫と人間と２ 動物たちの大震災 邦画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
13-05-下 名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ） 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-05-下 飯舘村 放射能と帰村 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-05-下 ふたりのイームズ：建築家チャールズと画家レイ 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-05-下 フッテージ 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-05-下 セデック・バレ 第一部 太陽旗/第二部 虹の橋 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★★
13-05-下 １７歳のエンディングノート 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-05-下 死霊のはらわた 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-05-下 ビトレイヤー 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
13-05-下 朝食、昼食、そして夕食 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-05-下 NO ONE LIVES ノー・ワン・リヴズ 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
13-05-下 ラストスタンド 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★★
13-05-下 L.A.ギャング ストーリー 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-05-下 孤独な天使たち 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33
13-05-下 ジャッキー・コーガン 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-05-下 ウィ・アンド・アイ 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-05-下 ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.67
13-06-上 県庁おもてなし課 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-06-上 探偵はBARにいる２ ススキノ大交差点 邦画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
13-06-上 ソラから来た転校生 邦画 ★ ★★ ★★ 1.67
13-06-上 燃える仏像人間 邦画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
13-06-上 クロユリ団地 邦画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-06-上 旅立ちの島唄～十五の春～ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-06-上 中学生円山 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★ 3.67
13-06-上 俺俺 邦画 ★★★★★ ★ ★★★ 3.00
13-06-上 ザ・チャイルド 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-06-上 シー・トレマーズ 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-06-上 私は王である！ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-06-上 三姉妹～雲南の子～ 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-06-上 愛さえあれば 洋画 ★★★ ★★★★ ★★ 3.00
13-06-上 モネ・ゲーム 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-06-上 建築学概論 洋画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-06-上 アンチヴァイラル 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-06-上 私が靴を愛するワケ 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-06-上 きっと、うまくいく 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★
13-06-上 後宮の秘密 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-06-上 ビル・カニンガム＆ニューヨーク 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-06-下 くちづけ 邦画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-06-下 体脂肪計タニタの社員食堂 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-06-下 百年の時計 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-06-下 いのちを楽しむ－容子とがんの２年間－ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-06-下 言の葉の庭 邦画 ★★★ ★★★★★ ★ 3.00
13-06-下 監禁探偵 邦画 ★★★ ★ ★ 1.67
13-06-下 そしてAKIKIOは…～あるダンサーの肖像～ 邦画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-06-下 はじまりのみち 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-06-下 リアル～完全なる首長竜の日～ 邦画 ★★ ★★★★★ ★★★★ 3.67
13-06-下 極道の妻たち Neo 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-06-下 セレステ∞ジェシー 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-06-下 殺人の告白 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★ 3.67 ★★★★
13-06-下 プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ／宿命 洋画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
13-06-下 オブビリオン 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-06-下 共謀者 洋画 ★ ★ ★★ 1.33
13-06-下 パパの木 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-06-下 イノセント・ガーデン 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00 ★★★★
13-06-下 グランド・マスター 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-06-下 ある会社員 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-06-下 バレット 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-07-上 奇跡のリンゴ 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-07-上 箱入り息子の恋 邦画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-07-上 ラーメンより大切なもの～東池袋 大勝軒 ５０年の秘密～ 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-07-上 非金属の夜 nonmetal night 邦画 ★ ★★ ★★ 1.67
13-07-上 俺はまだ本気出していないだけ 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-07-上 遠くでずっとそばにいる 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-07-上 二流小説家 -シリアリスト- 邦画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-07-上 フィギアなあなた 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33
13-07-上 ロマン・ポランスキー初めての告白 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-07-上 ３人のアンヌ 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
13-07-上 ハード・ラッシュ 洋画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-07-上 ファインド・アウト 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-07-上 G.I.ジョー バック２リベンジ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-07-上 ローマでアモーレ 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★★ 3.67
13-07-上 インポッシブル 洋画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
13-07-上 華麗なるギャツビー 洋画 ★★ ★★★★★ ★★ 3.00
13-07-上 エンド・オブ・ホワイトハウス 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-07-上 スプリング・ブレイカーズ 洋画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
13-07-上 嘆きのピエタ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
13-07-上 マーヴェリックス 波に魅せられた男たち 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-07-下 さよなら渓谷 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
13-07-下 ムネオイズム～愛と狂騒の１３日間～ 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-07-下 映画「立候補」 邦画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
13-07-下 真夏の方程式 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-07-下 １００回泣くこと 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-07-下 選挙２ 邦画 ★★★ ★ ★★★★ 2.67
13-07-下 台湾アイデンティティー 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00 ★★★★
13-07-下 タリウム少女の毒殺日記 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-07-下 アフター・アース 洋画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
13-07-下 コンプライアンス－服従の心理－ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-07-下 ポドリ君の家族残酷史X -韓国の夜と霧- 洋画 ★ ★★★ ★★ 2.00
13-07-下 ダークスカイズ 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-07-下 しわ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-07-下 アンコール 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-07-下 ハングオーバー!!! 最後の反省会 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
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13-07-下 囚われ人 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-07-下 １０人の泥棒たち 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-07-下 コン・ティキ 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-07-下 欲望のバージニア 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
13-07-下 ２５年目の弦楽四重奏 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-08-上 樹海のふたり 邦画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-08-上 爆心 長崎の空 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
13-08-上 シャニダールの花 邦画 ★★ ★★★★ ★ 2.33
13-08-上 夏がはじまる 邦画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-08-上 じんじん 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-08-上 カルト 邦画 ★ ★ ★★★★ 2.00
13-08-上 SHORT PEACE 邦画 ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.67
13-08-上 ソレイユのこどもたち 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-08-上 ワイルド・スピード EURO MISSION 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
13-08-上 サイレント・ヒル：リベレーション3D 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-08-上 熱波 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★ 3.33
13-08-上 李小龍（ブルース・リー） マイブラザー 洋画 ★★ ★★ ★ 1.67
13-08-上 バーニー／みんなが愛した殺人者 洋画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.33
13-08-上 パリ猫ディノの夜 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-08-上 ベルリンファイル 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67 ★★
13-08-上 スヌープ・ドッグ／ロード・トゥ・ライオン 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-08-上 偽りの人生 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-08-上 ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-08-上 風とともに去りぬ！？ 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
13-08-上 最後のマイ・ウェイ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.33
13-08-下 ひろしま 石内都・遺されたものたち 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-08-下 高速ばぁば 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
13-08-下 ダイヤモンド 邦画 ★ ★★★ ★ 1.67
13-08-下 HOMESICK 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-08-下 リトルウィング 3月の子供たち 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-08-下 あかぼし 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-08-下 映画 謎解きはディナーのあとで 邦画 ★ ★★ ★ 1.33
13-08-下 トーク・トゥ・ザ・デッド 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-08-下 終戦のエンペラー 洋画 ★★★★ ★★★ ★ 2.67 ★★★★
13-08-下 アイアン・フィスト 洋画 ★★★ ★★ ★★★★★ 3.33
13-08-下 マジック・マイク 洋画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-08-下 モスダイアリー 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-08-下 サウンド・オブ・ノイズ 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-08-下 ニューヨーク、恋人たちの２日間 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.00
13-08-下 ペーパーボーイ 真夏の引力 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★ 3.33
13-08-下 素敵な相棒～フランクじいさんとロボットヘルパー～ 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-08-下 ３１年目の夫婦げんか 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-08-下 トゥ・ザ・ワンダー 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
13-08-下 最愛の大地 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-08-下 ムービー４３ 洋画 ★ ★ ★★ 1.33
13-09-上 江ノ島プリズム 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-09-上 少年H 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-09-上 陸軍登戸研究所 邦画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-09-上 上京ものがたリ 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
13-09-上 標的の村 邦画 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★
13-09-上 RETURN（ハードバージョン） 邦画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-09-上 Ｒ１８文学賞 ｖｏｌ．2 ジェリー・フィッシュ 邦画 ★★★★★ ★ ★★ 2.67
13-09-上 夏の終り 邦画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67
13-09-上 パシフィック・リム 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33 ★★★
13-09-上 南の島の大統領 －沈みゆくモルディヴ－ 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-09-上 ワールド・ウォー Z 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-09-上 ザ・タワー 超高層ビル大火災 洋画 ★★★ ★★★★ ★ 2.67
13-09-上 ニーナ ローマの夏休み 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-09-上 ホワイトハウス・ダウン 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-09-上 エンド・オブ・ウォッチ 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-09-上 スマイル、アゲイン 洋画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-09-上 タイピスト 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00 ★★★★
13-09-上 トラブゾン協奏曲 ～小さな村の大きなゴミ騒動～ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67
13-09-上 楽園からの旅人 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-09-上 ジンジャーの朝 さよなら、わたしが愛した世界 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-09-下 ガッチャマン 邦画 ★★ ★★★★ ★ 2.33
13-09-下 劇場版タイムスクープハンター 安土城 最後の１日 邦画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
13-09-下 ソウル・フラワー・トレイン 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-09-下 美輪明宏ドキュメンタリー～黒蜥蜴を探して～ 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-09-下 貞子３D２ 邦画 ★★★ ★ ★ 1.67
13-09-下 ゼンタイ 邦画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-09-下 日本の悲劇 邦画 ★★★★ ★★ ★★★★ 3.33
13-09-下 東京闇虫 邦画 ★ ★ ★★ 1.33
13-09-下 スター・トレック イントゥ・ダークネス 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.33
13-09-下 パニック・マーケット３D 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-09-下 メキシカン・スーツケース <ロバート・キャパ>とスペイン内戦の真実 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-09-下 オン・ザ・ロード 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-09-下 リトルファイター 少女たちの光と影 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-09-下 マン・オブ・スティール 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-09-下 黒いスーツを着た男 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-09-下 悪いやつら 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-09-下 サイド・エフェクト 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-09-下 アップサイドダウン 重力の恋人 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-09-下 スーサイド・ショップ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-09-下 わたしはロランス 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★ 3.67
13-10-上 キャプテンハーロック 邦画 ★★★ ★★ ★ 2.00
13-10-上 共喰い 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33
13-10-上 ベニシアさんの四季の庭 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-10-上 少女と夏の終わり 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-10-上 うそつきパラドクス 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-10-上 ００９ノ１ THE END OF THE BEGINNING 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-10-上 ハーメルン 邦画 ★★★★ ★★★ ★ 2.67
13-10-上 月の下まで 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67
13-10-上 Miss ZOMBIE 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
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13-10-上 許されざる者 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-10-上 サイコメトリー　～残留思念～ 洋画 ★★★ ★★ ★ 2.00
13-10-上 ウルヴァリン：SAMURAI 洋画 ★★ ★★★★ ★★★★★ 3.67
13-10-上 あの頃、君を追いかけた 洋画 ★★ ★★★ ★★★★ 3.00
13-10-上 ストラッター 洋画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-10-上 ポルトガル、ここに誕生す ～ギマランイス歴史地区 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33
13-10-上 世界一美しい本を作る男 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-10-上 大統領の料理人 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★ 3.33 ★★★★
13-10-上 私が愛した大統領 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00
13-10-上 もったいない！ 洋画 ★★★★★ ★★ ★★ 3.00
13-10-上 椿姫ができるまで 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-10-下 謝罪の王様 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-10-下 Ｒ１００ 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
13-10-下 書くことの重さ 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-10-下 飛べ！ダコタ 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-10-下 甘い鞭 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★★
13-10-下 そして父になる 邦画 ★★★★ ★★★ ★★★★ 3.67 ★★★★
13-10-下 空飛ぶ金魚と世界のひみつ 邦画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-10-下 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 邦画 ★★ ★★★★ ★★★★★ 3.67
13-10-下 凶悪 邦画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33 ★★★★
13-10-下 地獄でなぜ悪い 邦画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-10-下 イップ・マン 最終章 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-10-下 怪盗グルーのミニオン危機一発 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-10-下 エリジウム 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67 ★
13-10-下 ウォーム・ボディーズ 洋画 ★★★ ★ ★★ 2.00
13-10-下 クロニクル 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00
13-10-下 タンゴ・リブレ 君を想う 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-10-下 ビザンチウム 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-10-下 ブッダ・マウンテン～希望と祈りの旅 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-10-下 ロード・オブ・セイラム 洋画 ★★★★ ★ ★★ 2.33
13-10-下 フローズン・グラウンド 洋画 ★★★ ★★ ★★★★ 3.00
13-11-上 おしん 邦画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00 ★★★
13-11-上 キッズ・リターン 再会の時 邦画 ★★ ★★★ ★★★ 2.67
13-11-上 男子高校生の日常 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-11-上 アルカナ 邦画 ★ ★★★ ★ 1.67
13-11-上 今日子と修一の場合 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-11-上 陽だまりの彼女 邦画 ★ ★ ★★★ 1.67
13-11-上 蠢動－しゅんどう－ 邦画 ★★★★ ★★ ★ 2.33
13-11-上 んで、全部、海さながした。 邦画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33
13-11-上 ハーフ 邦画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-11-上 ムード・インディゴ うたかたの日々 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-11-上 ランナ・ウェイ／逃亡者 洋画 ★★★★ ★ ★★★ 2.67
13-11-上 カイロ・タイム ～異邦人～ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-11-上 レッド・ドーン 洋画 ★ ★★ ★ 1.33
13-11-上 トランス 洋画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67 ★★★★
13-11-上 天使の処刑人  バイオレット＆デイジー 洋画 ★ ★★★★★ ★ 2.33
13-11-上 ファントム　開戦前夜 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-11-上 パッション 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-11-上 マリリン・モンロー　瞳の中の秘密 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★ 3.33
13-11-上 危険なプロット 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 4.00 ★★★★
13-11-上 もうひとりの息子 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-11-下 潔く柔く 邦画 ★★★ ★★ ★ 2.00
13-11-下 自分のことばかりで情けなくなるよ 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
13-11-下 瞳をとじて 邦画 ★★ ★ ★★★ 2.00
13-11-下 ばしゃ馬さんとビッグマウス 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.00 ★★
13-11-下 人類資金 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
13-11-下 琉球バトルロワイアル 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-11-下 グランド・イリューション 邦画 ★★ ★ ★★ 1.67
13-11-下 終わりゆく一日 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-11-下 ゴースト・エージェント／R.I.P.D. 洋画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-11-下 ダイアナ 洋画 ★★★★ ★ ★★ 2.33
13-11-下 コールド・ウォー 香港警察 二つの正義 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-11-下 セブン・サイコパス 洋画 ★★ ★★★★ ★★ 2.67
13-11-下 地中海式 人生のレシピ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00
13-11-下 眠れる美女 洋画 ★★★ ★★★★★ ★★★ 3.67
13-11-下 セイフ ヘイヴン 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-11-下 デッドマン・ダウン 洋画 ★★ ★★★★★ ★★★ 3.33
13-11-下 ハンナ・アーレント 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.33
13-11-下 マッキー 洋画 ★★★★★ ★★ ★★★ 3.33
13-11-下 ある愛へと続く旅 洋画 ★★★ ★★ ★★★ 2.67
13-11-下 恋するリベラーチェ 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-12-上 清須会議 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★ 3.33 ★★
13-12-上 くじけないで 邦画 ★★★★ ★★ ★★ 2.67
13-12-上 ジンクス!!! 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
13-12-上 天心 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-12-上 四十九日のレシピ 邦画 ★★ ★★★ ★ 2.00
13-12-上 タイトロープ ～アウトサイダーという生き方～ 邦画 ★★ ★★★★ ★★★ 3.00
13-12-上 ルームメイト 邦画 ★★★ ★ ★★★ 2.33
13-12-上 燦燦 －さんさん－ 邦画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-12-上 ペコロスの母に会いに行く 邦画 ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33 ★★★
13-12-上 ゆるせない、逢いたい 邦画 ★★★★★ ★ ★★ 2.67
13-12-上 ４２～世界を変えた男～ 洋画 ★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.00 ★★★★
13-12-上 キャリー 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-12-上 スティーブ・ジョブズ 洋画 ★★ ★★ ★★ 2.00 ★★
13-12-上 父の秘密 洋画 ★★★ ★★★ ★★★ 3.00
13-12-上 サプライズ 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-12-上 悪の法則 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67 ★★★★
13-12-上 いとしきエブリデイ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-12-上 THE ICEMAN 氷の処刑人 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-12-上 ミッドナイト・ガイズ 洋画 ★★★★★ ★★★ ★★ 3.33
13-12-上 ウォールフラワー 洋画 ★★★ ★★★ ★★★★★ 3.67
13-12-下 なにもこわいことはない 邦画 ★★ ★★ ★ 1.67
13-12-下 すべては君に逢えたから 邦画 ★★★ ★★★ ★ 2.33
13-12-下 ジ、エクストリーム、スキヤキ 邦画 ★★ ★★★ ★★ 2.33
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13-12-下 もらとりあむタマ子 邦画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
13-12-下 子宮に沈める 邦画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-12-下 かぐや姫の物語 邦画 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 5.00
13-12-下 晴れのち晴れ、ときどき晴れ 邦画 ★ ★ ★ 1.00
13-12-下 あさひるばん 邦画 ★ ★★ ★★★ 2.00
13-12-下 ポリス／サヴァイヴィング・ザ・ポリス 洋画 ★★★ ★★★ ★★ 2.67
13-12-下 モンティ・パイソン ある嘘つきの物語　～グレアム・チャップマン自伝～ 洋画 ★ ★★★ ★★★ 2.33
13-12-下 おじいちゃんの里帰り 洋画 ★★★★ ★★★ ★★ 3.00
13-12-下 RED リターンズ 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.67
13-12-下 ブエノスアイレス恋愛事情 洋画 ★★ ★★ ★★★★ 2.67
13-12-下 キャプテン・フィリップス 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.67 ★★★★★
13-12-下 アイ・ウェイウェイは謝らない 洋画 ★★★ ★★★★ ★★★ 3.33
13-12-下 ビューティフル・ダイ 洋画 ★★ ★★ ★★★ 2.33
13-12-下 ふたりのアトリエ～ある彫刻家とモデル～ 洋画 ★★★★★ ★★★★ ★★★ 4.00
13-12-下 グリフィン家のウェディングノート 洋画 ★★★ ★★ ★★ 2.33
13-12-下 オーバードライヴ 洋画 ★★★★ ★★ ★★★ 3.00 ★★★
13-12-下 ザ・コール［緊急通報司令室］ 洋画 ★★★★ ★★★★ ★★★ 3.67
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