
ボロ泣きして感動した。

I like to watch the musical movie since I watched this movie. So, I want to watche this many times…

音楽が素晴らしくてとてもみごたえのある映画でした。

Because the movie makes me happy and eciting! And I love the music of this movie.

映画を観にいってすごくおもしろかったし、歌もすごくステキだった。

この前観て、もう一度観たいと思ったからです。ぜひ、みんなにも観てほしい作品です:)

It was the first foreign movie that I watched with my friend. It was amazing!!

ミュージカルでおもしろい。いい話！

It was incredible! Big scale! That's way I love it.

"This is Me" I love this song! Recently I listen to this music every day.

とてもおもしろい

この前映画館で観た時に、この映画の世界観に圧倒されたからです。皆さんにもぜひ観ていただきたいです。

歌がめちゃかっこよくて、感動したから。何回観ても興奮する。

Because I love musical movies!

I was extremely excited when I watched it.

歌がよかった

映画をみにいってすごくおもしろかったから

この前観たときに、ミュージカル映画にはまってもっかい観たいと思ったから。

I love musical movies. That's why it's my favotite!

冒頭からとても惹きつけられる。とにかく歌が最高！これからの人生をどう生きていくかを考えさせてくれる。新たな1歩をふみだす勇気をくれる。

Recently, I listen to the song, "This is Me" every day! I love this movie.

キャストの歌唱力にまず心を奪われました。力強い歌と踊りと、心を打つ歌詞にどんどんこの映画の世界に引き込まれていきます。「自分にとって大切なものは何
か」を考えることができ、また、「できないことなんて何もないのかもしれない」と希望を与えてくれるとてもステキな作品です！！

I love the song, "This is Me". That's why it's my favorite movie.

人の大切さを知れる。協力する大切さを知れる。

I love this movie. That's because this movie made me encourade. I love the songs in this movie.

差別の話もからんで感動した。

There are many good musics in this movie. Also, I'm impressed by the story.

I love the song, "This is Me". Recently, I listen to his song every day.

I love the actors. I lov the songs. That's why it's my favorite movie.

ミュージカル映画が好きだから。

Because I live musical movies!

歌がすごくいいから。

I love the song in this movie. That's why I love this movie.

I love the songs in this movie.

I love the songs in this movie. That's why it's my favorite movie.

本当に感動した！誰もがそう言ってる映画！みたい！！

いろんなシリーズがあって面白いから

(理由無記入）

シリーズ化されていて、内容もとてもおもしろい。みんなが成長していく姿を見るのが好きです。

I like tales of magic, so I like this work which many actions and magic come out.

I love these series for a long time!

1st Place

45 votes
The Greatest Showman グレイテスト・ショーマン

2nd place

15 votes
Harry Potter  ★
Harry Potter and the Half-Blood Prince ★

ハリー･ポッター
ハリー・ポッターと謎のプリン
ス

映画総選挙2018 結果 赤い★マークのついているDVDは、LLライブラリで観ることができます



魔法界のお話は現実ではありえないため、観ていてワクワクするし世界観がとても好きだから。

音楽や世界観などがとてもすきだから。また8話もあって長いストーリなので大変夢中になっていしまいます！

ドキドキハラハラするから！！

ロンがかっこいいから。USJに乗り物があって再び興味を持ちました。

ファンタジーでおもしろい。ロンが好き

キャストの人たちと一緒に大きくなったから思い入れが深い

フィクションの世界がリアルで作品の世界観にのめり込めるから。

I like Harry Potter series, and I love Severus Snape. He is the main character of this story. So I like this movie the most!

It is a wonderful story. And actors are wonderful too!!!

Because the scene Hermionie reproduce the time is really fantastic and all of my friends concentrate on the movie, I like the best.

夢がある。わくわくする。

ワクワクして大好き♡♡観てみたらおもしろい！！はまる！！

This movie is very exciting. The story of this movie is very grand. We can see love, family, sadness and so on. All character have each individual and good personalities.

I like all STAR WARS movies, and I like episode 5 the best. The reason is that the love between Princess Leia and Han Solo is very fascinating! The scene that Darth
Vader said something important to Luke is very shocking. I think if you watch this movie, you'll want to watch episode 6!

Han Solo is very handsome.

You can know more about the force.

Yoda, R2-D2 and Luke's first meeting is very funny.

This movie is very exciting. I think this movie is also a love story.

この映画では偉大なジェダイ、ヨーダが初登場しており、彼の動きがかなりなめらかで1980年の映画にも関わらず、合成の技術のすごさがよくわかります。
主人公のルークが一人前のジェダイになろうとヨーダの下で修業する姿や、ルークの仲間のレイアとハン・ソロの恋愛シーンも必見です！

SF映画の金字塔であるスター・ウォーズですが、SF映画というだけでなく、家族の物語でもあり、ラブストーリーでもあり、とても魅力的な作品です。私は
ハン・ソロという人物が好きなので彼が一番活躍しているエピソード５が好きです。

The main character is Luke who is a Jedi, but Han Solo, who is a friend of Luke is very handsome.

Because this movie is very exciting for me!

この作品はルーク3部作の中間の作品で中途半端な始まり・終わりではあるが、登場人物たちの成長を一番感じられるとても重要な映画である。

I love disney movies. That's why it's one of my favorite movies.

アニメ版の「美女と野獣」も感動的で、音楽も美しく、大好きなのですが、こちらの実写版の方はこれをもっと超えて本当にすばらしいです！

映画館で観ておもしろかったから。

This movie always makes me moved. The picture is very beautiful. This movie is a musical, so I recommend all people who like music and Disney. Emma Watson acts
Belle. The music in this movie is very beautiful and moving.

If you like the animation one, you will like this movie. The picture is very beautiful. Emma Watson who acted in Harry Potter series acts Belle.

This movie is perfect. You can hear many famous music which you've heard. The story is very moving and beautiful.

この映画はアニメ版をそのまま実写版にしたもので、音楽も衣装もそのまま再現されています。ベルと野獣のダンスシーンは本当にきれいで何度も観たくなります！

This movie is very very beautiful anyway.

5th place

7 votes
Peter Rabitt (2018) ピーターラビット（2018）

ピーターラビットと仲間のウサギたちがモフモフしててとてもかわいい♡かわいいだけではなくコメディー要素もあって面白いシーンもたくさんで、でも最
後はほっこりとした気持ちになります。

If you know Peter Rabbit, you should watch it Peter and his family rebbits are very cute! This movie is not so long, so you can watch it between classes.

主人公ピーターをはじめとする原作にも出てきたキャラクターがたくさんでてきて、みんなとってもかわいいです！上映時間も95分と短いので授業の間にも
観ることができると思います。出演者も全員イギリスの人なので、イギリス英語の勉強にもなると思います。

Peter and their family rabbits are very fluffy and cute!

This movie is not only cute but also funny and moving.

Many animals which we saw in the original book appear in this movie and they are very cute!

とにかくピーターとその仲間の動物たちがかわいいです。コメディもあり感動もある素敵な作品です。

Harry Potter  ★
Harry Potter and the Half-Blood Prince  ★

2nd place

15 votes

3rd place

13 votes

ハリー・ポッター
ハリー・ポッターと謎のプリン
ス

4th place

8 votes

Beauty nad the Beast  ★

Beauty and the Beast (2017)
美女と野獣
美女と野獣（2017）

Star Wars
Star Wars: Episode V The Empire Strikes

Back

スター・ウォーズ
スター・ウォーズ エピソード５ 帝国の逆

襲



感動的です。

感動するから。純粋な愛に

俳優が好きだから。

曲が良いから

涙が止まらない

When I watched it, I could learn prejudice. Actor is very cool!

魂が揺さぶられるリズムと狂気で息が詰まる。つまりの最高。

ジャズを好きになるきっかけを与えてくれた映画です。

J. K. シモンズの演技はトラウマになります（良い意味で）

ラストの7分30秒間は映画史に残る名シーン。

圧倒的映像美。

賛否両論ある。

シンデレラがすごく美しい！！ハッピーエンドがきもちいい！

シンデレラのけなげな姿に明日から頑張ろうと思えるから。

When I watched this movie first time, I really moved and cried. Cinderella's blue dress and glass shoes are very beautiful.

This movie is a live-action version of 1950's one. It makes me moved everytime. If you feel tough, I recommend this movie. I'm sure you'll be happy after watching.

This movie is very fascinateing and beautiful. I think that you will be moved more than the old one.

歌とダンスがとても良い。ジョン・トラボルタがかわいい

ミュージカルが好きだからです！

とにかく観ている時も観終わってからもHappyな気持ちがになれる映画です。ミュージカルなので、リズムで英語を覚えるのに丁度良いし、キャストが皆個性的で素敵です

The movie has many songs. And easy to understand what happen in this movie. Absolutely fun :)

Call Me by Your Name 君の名前で僕を呼んで 今までみた映画の中で最も繊細でもどかしくて美しかったから

監督さんを崇めたいくらい、演出が良かった。ジェンダー問題について考えさせられる、切ない作品。

全てが最高

Les Miserables  ★ レ・ミゼラブル すごく心にぐっとくるから。

戦うシーンや、正義的な感じが好きです。

ビクトル・ユゴーの大作が原作なだけあって見ごたえ十分。人生の切なさ、儚さ、愛しさ、苦しさ、全部つまった映画。歌も感動的でストーリーにぴったり
とはまっています。名作です。

Pirates of the Caribbean  ★ パイレーツ・オブ・カリビアン I love the actor, Johnny Depp. That's why it's my favorite.

I love ジョニー・デップ。

ワクワク・ドキドキするから

Spider-Man: Homecoming スパイダーマン ホームカミング 今までにない若くてかわいいスパイダーマンに元気をもらえるから。主演のトム・ホランドが同年代でかわいいから。

今まででいちばん観やすい（シリアスすぎない）スパイダーマン作品だと思うから。

トム･ホランドくんかわいい！！

The Devil Wears Prada  ★ プラダを着た悪魔 音楽がいい。アン・ハサウェイがどんどんきれいになっていくのに憧れる。

私の憧れが詰まった映画！女の人が活躍するところが女子大生向き！

自信がなくても、その人だけの良さがあるということを教えてくれる作品だから

Back to the Future  ★ バック・トゥ・ザ・フューチャー 小学生の時に初めてちゃんと観た映画。主演のマイケル J. フォックスがかっこよかった。

ドクと主演の人の絡みがたのしい。夢がある :)

Charlie and the Chocolate Factory  ★ チャーリーとチョコレート工場 ジョニー・デップが好き。普段チョコがどうやってつくられるかなんて考えないし、因果応報を垣間見るので合理的。

チョコレートが大好きだから♡

Coco リメンバー･ミー 春休みに観に行ってジーンと感動しました

6th place

6 votes
Titanic  ★ タイタニック

Whiplash セッション

Cinderella  ★

Cinderella (2015)  ★
シンデレラ
シンデレラ（2015）

7th place

5 votes

8th place

4 votes
Hairspray  ★ ヘアスプレー

9th place

3 votes

10th place

2 votes



Coco リメンバー･ミー とても家族の大切さがわかる映画だから

Descendants ディセンダント Because 2 years ago I performed it. It was like a musical. I love it.

(理由無記入）

High School Musical  ★ ハイスクール・ミュージカル 青春がつまってるから

高校の文化祭でハイスクール・ミュージカルをテーマにダンスをして、それがきっかけで観るようになって、とても楽しそうな学校生活にあこがれたから。

The Intouchables  ★ 最強のふたり 立場のちがう2人が、きずなを深めるのがすごくよかったです。

ほんまみたほうがええ

La La Land ラ・ラ・ランド 楽しいから

ミュージカル系の映画だと、ストーリーがさらにおもしろく感じたから。

Léon (The Professional) レオン 最後にLEONが死ぬシーン、マチルダを助けるシーンがよかった

好き！

Resident Evil バイオハザード アクション映画とミラ・ジョヴォヴィッチが好きだからです。

観ててハラハラするし、アクションシーンがとてもかっこよいから！！

Roman Holiday  ★ ローマの休日 オードリー・ヘップバーン大好き

オードリー・ヘップバーンがかわいいから♡

Short Term 12 ショート･ターム ブリーラーソンに全部持っていかれた。

胸の奥がじんわりあたたかくなる映画です。

The Maze Runner メイズ・ランナー 楽しい！ハラハラ感がよい。あまり洋画が好きではないが、この話はとてもよい。

なかなか迫力があってよい

The Shape of Water シェイプ・オブ・ウォーター Because this story is very very beautiful.

すごくきれいな色彩映画で声の出せない女性と魚人の異種間の恋で叶わない恋ですてきだなと思いました。

Stand by Me  ★ スタンド・バイ・ミー Because I feel that friends are very impotant existence.

4人の子どもが死体を探しに行く話。冒険物語かつ、友情のお話で、主人公 Gordie の親友 Chris が頼もしくてかっこいい。少年たちの繊細な心とそれによる
青春が胸にくる。幸せいっぱいな生活じゃないからこそ、友情が余計にひきたつ。

42  ★ 42 ～世界を変えた男～ 野球好き必見！黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ジョンソンの永久欠番「42」

3 Idiots きっと、うまくいく 物語の中に歌や踊りが組み込まれていて、観ていてあきない。むちゃくちゃやっているのが楽しそう。友達の大切さが分かる。

45 Years さざなみ 主人公ケイトｊの哀愁ある表情と演技がすてき。

A Single Man  ★ シングルマン 突然の事故で最愛の人を失った主人公の一日を描いた作品。ファッションデザイナーのトム・フォードの初監督映画でスーツなどの洋服が格好良い。

A.I. Artificial Intelligence  ★ A.I. 感動するから

Aladdin  ★ アラジン 世界観が素敵で難解観てもおもしろいのでおすすめです！！

Amour 愛、アムール 晩年を迎えた老夫婦の穏やかな生活に容赦なく襲いかかる老いという問題から目を逸らさせない監督、鬼ですか！

ARGO  ★ アルゴ 手に汗握る脱出劇！

Backdraft バックドラフト 家族の感動的な物語でかなしいけどおもしろいから。

Becoming Jane  ★ ジェーン・オースティン 秘められた恋 思い通りにならない恋がもどかしくてすばらしい。

Begin Again ★ はじまりのうた 「人とちがっていい、自分の信じた道へ進もう」というメッセージがこめられていて、観ていて元気になるから！」part 2

Big  ★ ビッグ 1988年の作品。少し前の作品ですがトム・ハンクスがめちゃくちゃかわいい♡

Bridget Jones's Diary  ★ ブリジット・ジョーンズの日記 コリン・ファースの演技に惹きつけられる。期待を裏切らない物語展開。最高のラブストーリー。何度も観かえしたくなる映画。

City Lights 街の灯 心が洗われるような感動。すばらしいです。

Clueless クルーレス It is not only a love story, but also you can learn how important to be "yourself".

Dancer in the Dark ダンサー・イン・ザ・ダーク 後味のかなり悪い映画です。ですがとても印象に残る映画です。

Dangal ダンガル きっと、つよくなる 親の気持ちと娘たちの気持ちの両方に共感できる。レスリングのルールなどを全く知らなくても楽しく観られる。臨場感あふれる映画。爽快感がとてもある！

Dead Poets Society  ★ いまを生きる 人生とは何か、どう生きるべきかを問い続ける作品。

10th place

2 votes

10th place

2 votes

11th place

1 vote



Drunken Master ドランクモンキー 酔拳 お酒を飲めば飲むほど強くなる。みていて元気がでるジャッキー・チェンの代表作！！

Dunkirk (2017) ダンケルク (2017) 戦争映画なんですが一味違います。

Edward Scissorhands  ★ シザーハンズ 切ないラブストーリーにきゅーとなるから。エドワードとキムの純粋で叶わない恋がきれいでロマンティック。

Enchanted  ★ 魔法にかけられて 恋とは、自分に素直になるとはどういうことなのかを知ることができます。憧れのふわふわのドレスを、森の動物たちが着せてくれる瞬間が好きです。

Fantastic Beasts ファンタスティック・ビースト 好きな俳優のエディ・レッドメインが主演でハリー・ポッターシリーズの新作だから。

Fathers and Daughters パパが遺した物語 めっちゃ感動する！家族を大切にしようと改めて思える！

Fight Club  ★ ファイト・クラブ "全てを失って真の自由を得る" クレイジーな映画

Finding Dory  ★ ファインディング・ドリー 感動的な話だから。

First Position ファースト・ポジション 夢に向かって踊れ！「人とちがっていい、自分の信じた道へ進もう」というメッセージがこめられていて、観ていて元気になるから！Part 1

Frozen  ★ アナと雪の女王 とても家族の思いや姉妹愛があるから。

Gattaca ガタカ SF映画の名作の1つ。遺伝子で人間社会を構築しちゃってる近未来（汗）

Ghost  ★ ゴースト/ニューヨークの幻 I've never watches this movie, but the soundtrack is good and I want to watch it once in my life.

Gifted gifted/ギフテッド
フロリダの海辺の街でボートの修理で生計を立てている独り身のフランクと暮らすメアリーは先天的な数学の天才児。特別な教育を勧める周囲と普通の生活
を求めるフランクとメアリーの葛藤を描いた作品で、家族のカタチや愛について考えさせられる。

Gran Torino  ★ グラン・トリノ 移民問題がテーマです。

Hidden Figures ドリーム 社会的マイノリティに生きる全ての人々に勇気を与える作品。

Home Alone  ★ ホーム・アローン 小さい子どもが１人で家でがんばっているところがかわいいから。英語でも観てみたいです。

I, Daniel Blake わたしは、ダニエル・ブレイク 移民問題がテーマです。

Inception インセプション 家族愛に涙がでてきて絶対もう一度観たくなります。

Inglourious Basterds イングロリアス・バスターズ 映画に走る緊張感がとても好きです。何回でも観たくなるので、LLでも観たいです。

Ip Man イップ・マン シリアスながら笑えるカンフー映画の代表作です

Island (2005) アイランド It is an action movie. Clone people fight with normal people. I got excited about this content.

Joy (2015) ジョイ（2015） そこのあなたも！ジェニファー・ローレンスの演技に魅了されましょう！

Jurassic Park ジュラシックパーク 音楽も好きだし、景色とかもキレイだから♪

Knight and Day ナイト＆デイ トム・クルーズが何においても完璧にこなす役で、観ていて爽快。アクションがかっこいい。ギャグ要素も含まれていておもしろい。

La vita è bella (Life Is Beautiful)  ★ ライフ・イズ・ビューティフル 命の尊さを感じられる。暗い話の中にある、明るさというものが胸につきささる。最高の映画。

Letters to Juliet  ジュリエットからの手紙 アマンダ・セイフレイドがとてもかわいい！ロマンチックなストーリーだから！

Lion LION/ライオン～25年目のただいま～
インドで迷子になった5歳の少年が25年後に Google Earth で故郷を探し出した実話ををもとに作られた映画で、養子として育ったオーストラリアの家族との
絆や本当の家族との再会に感動する

Mamma Mia!  ★ マンマ・ミーア！ (理由無記入）

Manchester by the Sea マンチェスター・バイ・ザ・シー アメリカな雰囲気が最高に溢れる作品。ケイシー・アレックの魅力爆発映画！

Me Before You  ★ 世界一キライなあなたに キャストがとても素晴らしい演技をする。内容が良い！

Moana モアナと伝説の海 女の子の夢みたいだから。

Now You See Me グランド・イリュージョン 物語の展開がよめず、目の前で様々なイリュージョンが繰りひろげられるので、とても楽しめる。

One Chance  ★ ワン・チャンス ポール・ポッツのサクセスストーリーをジェームズ・コーデンがキュートに演じているのが良い。

One Day ワン・デイ 23年のラブストーリーすれちがいを何度もしたが最終的に2人が一緒になる最後は悲しい結末だが・・・ラストの草原のシーンが好き！

Only the Brave オンリー・ザ・ブレイブ 留学関でホストファミリーと観て感動して泣いたから。洋画を観て泣いたことは初めてだったので自分でも驚きました。

Orphan エスター どきどきがいつまでも続く感じで、ラストにはすごくおどろきます。演技がとくにすごいです。

Paterson パターソン 「幸せの本質、ここにあり」

Pearl Harbor パール・ハーバー 戦争映画だけど恋愛の部分も多くておもしろいから。

Pretty Woman  ★ プリティ・ウーマン リチャード・ギアーがとてもかっこよいです。スーパーカーにのってる時もいい感じです。シンデレラストーリーで私もあんな風に赤いバラをもってむかえにきてほしいです。

Rocky ロッキー ロッキーとアポロの戦いがすごい！！ラストシーンは感動しちゃう。

Running On Empty 旅立ちの時 家族・親からの旅立ちを描いた作品。人生の分岐点は誰にもあることだから、感情移入して心がぎゅっとなる。観終わった時には心がすっとする作品です。
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Silence 沈黙 -サイレンス- 遠藤周作原作の小説を巨匠マーティン・スコセッシ監督が10年以上かけて作った映画

Singin' in the Rain  ★ 雨に唄えば 歌がいい！聞いていてとても幸せな気持ちになります:)

Taken 96時間 とにかくアクションがかっこいい！！

The Blind Side  ★ しあわせの隠れ場所 この感動ストーリーが実話とは？！見たら次の日生きる力がみなぎる温かい映画！

The Bodyguard  ★ ボディガード
ホイットニー・ヒューストンの曲が好きだからというのもあるのですが、ケビン・コスナーのフランク役がとてもかっこよくてケビン・コスナーにもすごく
合っていてとても感動しました。ラブロマンスもので1番大好きな映画です。ちなみに "I Have Nothing" が1番好きな曲です。

The Breakfast at Tiffany's  ★ ティファニーで朝食を オードリー・ヘップバーンがかわいい。でも何を伝えたいのかいまいち不明。

The Fantastic Four ファンタスティック・フォー 小さい頃にみて、印象に残っているから

The Fault in Our Stars  ★ きっと、星のせいじゃない 感動できるストーリーが素敵♡

The Hunger Games ハンガー・ゲーム (理由無記入）

The Intern  ★ マイ・インターン I watched a foreign movie in a cinema for the first time.

The Man from U.N.C.L.E コードネーム U.N.C.L.E アクションがかっこいい！アーシー・ハマーとヘンリー・カヴィルのかけ合いがめちゃかっこいいです！♡

The Martian オデッセイ 初めて観た洋画がこれでしたが、ストーリーがとても良く、「これが洋画クオリティ！」と驚いた記憶があります

The Murder on the Orient Expressオリエント急行殺人事件 It's the first movie for me to watch at the theater! Thar's why I really like it.

The Notebook きみに読む物語 (理由無記入）

The Proposal  ★ あなたは私のムコになる 笑える。ユーモアのシーンが多く、最後は泣けるハッピーエンドです。観終わった後はすがすがしい気持ちになれます！サンドラ・ブロックが面白い！かっこいいです。

The Shawshank Redemption  ★ ショーシャンクの空へ
刑務所の中での辛い日々のシーンもありますが、主役をはじめとするキャラクターそれぞれのストーリーが心に響きます。テレビでやっていたらついつい観
てしまうほど好きな映画です。

The Sisterhood of the Traveling Pants  ★ 旅するジーンズと16歳の夏 4人それぞれの物語がつながっていて、飽きることなく観ることができます。さわやかで夏にぴったりの映画だと思います。

The Theory if Everything  ★ 博士と彼女のセオリー 感動的。エディがかっこいい。

The Truman Show トゥルーマン・ショー ストーリー設定から面白い。SNSができる前（1998）の作品なんですよ！

The Visitor 扉をたたく人 "移民問題×音楽"

To Kill a Mockingbird アラバマ物語 「法の下の平等なんてあってないようなものですね」

Toy Story 3  ★ トイ・ストーリー３ トイ・ストーリーは3本とも好きだけど特に３はハラハラドキドキしてさらに涙がでそうになる映画です。

Trouble with the Curve 人生の特等席 野球好きな人には絶対に観てほしい1本。

Twilight  ★ トワイライト スリルを味わえる

Wathering Heights  ★ 嵐が丘 昼ドラ並みのドロドロ愛憎劇。なんでそーなっちゃうの～と思いながらも切なく苦しいストーリーから目が離せません！

X-MEN X-メン (理由無記入）

You've Got Mail  ★ ユー・ガット・メール (理由無記入）

Zootopia  ★ ズートピア きつねがかわいい
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