SFファン交流会2月例会資料／資料提供・添野知生氏（2022.02.19）

2021年SF回顧（メディア編）注目作品リスト
●添野知生おすすめ作品 ★縣丈弘おすすめ作品
新感染半島 ファイナル・ステージ (2020) 1/1公開
ミッション・マンガル

崖っぷちチームの火星打上げ計画 (2019) 1/8公開

ズーム／見えない参加者 (2020) 1/15公開
アンチ・ライフ (2020) 1/15公開
アースフォール

JIU JITSU (2020) 1/15公開

ネズラ1964 (2020) 1/16公開
劇場版 ほんとうにあった怖い話〜事故物件芸人〜 (2021) 1/22公開
プラットフォーム (2019) 1/29公開
樹海村 (2021) 2/5公開
ダニエル (2019) 2/5公開
マーメイド・イン・パリ (2020) 2/11公開
ガンズ・アキンボ (2019) 2/26公開
スカイライン−逆襲− (2020) 2/26公開
ナタ転生 (2021) 2/26公開
ラーヤと龍の王国 (2021) 3/5公開
●

サン・ラーのスペース・イズ・ザ・プレイス (1974) 3/5公開
シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| (2020) 3/8公開
ブレイブ -群青戦記- (2021) 3/12公開

●

ビバリウム (2019) 3/12公開
トムとジェリー (2021) 3/19公開
★

JUNK HEAD (2017) 3/26公開
映画 モンスターハンター (2020) 3/26公開
水を抱く女 (2020) 3/26公開

★

ザ・スイッチ (2020) 4/9公開

★

パーム・スプリングス (2020) 4/9公開
約束の宇宙（そら） (2019) 4/16公開
ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから (2019) 5/7公開
クー！キン・ザ・ザ (2013) 5/14公開
劇場版 ほんとうにあった怖い話〜事故物件芸人２〜 (2021) 5/14公開
野良人間

獣に育てられた子どもたち (2018) 5/21公開

あ・く・あ〜ふたりだけの部屋〜 (2021) 5/29公開
シドニアの騎士

あいつむぐほし (2021) 6/4公開

モクソリ (2018) 6/4公開
グリーンランド —地球最後の２日間— (2020) 6/4公開
コンティニュー (2021) 6/4公開
機動戦士ガンダム

閃光のハサウェイ (2020) 6/11公開

クワイエット・プレイス 破られた沈黙 (2020) 6/18公開
ショコラの魔法 (2021) 6/18公開
リカ 〜自称28歳の純愛モンスター〜 (2021) 6/18公開
モータルコンバット (2021) 6/18公開
夏への扉 —キミのいる未来へ— (2021) 6/25公開
１秒先の彼女 (2020) 6/25公開
Arc アーク (2021) 6/25公開
スレイト (2020) 6/25公開
ゴジラvsコング (2021) 7/2公開
劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち (2021) 7/2公開
ナポレオンと私 (2021) 7/2公開
ロックダウン・ホテル／死・霊・感・染 (2020) 7/2公開
東京リベンジャーズ (2021) 7/9公開
●

ライトハウス (2019) 7/9公開
竜とそばかすの姫 (2021) 7/16公開
SEOBOK／ソボク (2021) 7/16公開
星空のむこうの国 (2021) 7/16公開
劇場版『Ｇのレコンギスタ III』「宇宙からの遺産」 (2021) 7/22公開
最後にして最初の人類 (2020) 7/23公開
白蛇：縁起 (2019) 7/30公開
返校

言葉が消えた日 (2019) 7/30公開

サイコ・ゴアマン (2020) 7/30公開

屋敷女
●

ノーカット完全版 (2007) 7/30公開

サマーフィルムにのって (2020) 8/6公開
僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
ワールド ヒーローズ ミッション (2021) 8/6公開
ヨコクソン (2018) 8/6公開
★

子供はわかってあげない (2020) 8/13公開
フリー・ガイ (2020) 8/13公開
妖怪大戦争

ガーディアンズ (2021) 8/13公開

ザ・スーサイド・スクワッド

“極”悪党、集結 (2021) 8/13公開

ホテルレイク (2018) 8/13公開
人肉村 (2020) 8/20公開
アーヤと魔女 (2020) 8/27公開
岬のマヨイガ (2021) 8/27公開
遊星王子２０２１ (2021) 8/27公開
スペース・プレイヤーズ (2021) 8/27公開
★

オールド (2021) 8/27公開
シャン・チー／テン・リングスの伝説 (2021) 9/3公開
未成仏百物語〜AKB48 異界への灯火寺〜 (2021) 9/10公開
スパイラル：ソウ オールリセット (2021) 9/10公開
ブライズ・スピリット〜夫をシェアしたくはありません！ (2020) 9/10公開
ゴーストダイアリーズ (2021) 9/10公開
劇場版 ほんとうにあった怖い話〜事故物件芸人３〜 (2021) 9/10公開
レミニセンス (2021) 9/17公開
食人雪男 (2020) 9/17公開
整形水 (2020) 9/23公開
黄龍の村 (2021) 9/24公開
死霊館

悪魔のせいなら、無罪。 (2021) 10/1公開

劇場版 マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!! (2021) 10/8公開
宇宙戦艦ヤマト２２０５ 新たなる旅立ち
前章 -TAKE OFF- (2021) 10/8公開
神在月のこども (2021) 10/8公開
宇宙の法—エローヒム編— (2021) 10/8公開
●

DUNE/デューン 砂の惑星 (2020) 10/15公開
クライモリ (2021) 10/15公開
キャンディマン (2021) 10/15公開
CUBE 一度入ったら、最後 (2021) 10/22公開
ロン

●

僕のポンコツ・ボット (2021) 10/22公開

アイの歌声を聴かせて (2021) 10/29公開
劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ
- 星なき夜のアリア (2021) 10/30公開
蒼穹のファフナー THE BEYOND／第十話「嵐、来たりて」
第十一話「英雄、二人」第十二話「蒼穹の彼方」 (2021) 11/5公開
エターナルズ (2021) 11/5公開

●

DANCING MARY ダンシング・マリー (2021) 11/5公開
ほんとうのピノッキオ (2019) 11/5公開
サマーゴースト (2021) 11/12公開
攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争 (2021) 11/12公開
★

マリグナント

狂暴な悪夢 (2021) 11/12公開

カオス・ウォーキング (2021) 11/12公開
ドーン・オブ・ザ・ビースト／魔獣の森 (2020) 11/12公開
聖地Ｘ (2021) 11/19公開
EUREKA／交響詩篇エウレカセブン
ハイエボリューション (2021) 11/26公開
ダーク・アンド・ウィケッド (2020) 11/26公開
ミラベルと魔法だらけの家 (2021) 11/26公開
ベロゴリア戦記 第１章：異世界の王国と魔法の剣 (2017) 11/26公開
ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ (2021) 12/3公開
ベロゴリア戦記 第２章：劣等勇者と暗黒の魔術師 (2020) 12/3公開
ラストナイト・イン・ソーホー (2021) 12/10公開
ボス・ベイビー

ファミリー・ミッション (2021) 12/17公開

マトリックス レザレクションズ (2021) 12/17公開
劇場版 呪術廻戦 0 (2021) 12/24公開
マルチプル・マニアックス (1970) 12/31公開

