
「浦安ドキュメンタリー映画大賞 2022」参考作品リスト 

このリストは、あくまで「浦安ドキュメンタリー映画大賞」投票作品を考えていただくための参考用資料です。 

あなたが 2022年にご覧になったドキュメンタリー映画であれば、このリスト以外の映画を選出していただいて結構です。 

 

◆2022年に劇場公開された主な作品（172作品） 

帆花 

「没後 40年 セロニアス・モンクの世界」モンク／モンク・イン・ヨーロッパ 

ゼロ・ウェイスト PLUS 持続可能な暮らし 

「没後 40年 セロニアス・モンクの世界」 

まちの本屋 

名付けようのない踊り 

戦慄せしめよ 

ロックフィールド 伝説の音楽スタジオ 

テレビで会えない芸人 

夢みる小学校 

Still Dreamin’布袋寅泰 情熱と栄光のギタリズム 

The Beatles Get Back－ルーフトップ・コンサート 

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 

国境の夜想曲 

THE RESCUE 奇跡を起こした者たち 

標的 

焼け跡クロニクル 

牛久 

チェチェンへようこそ ゲイの粛清 

ムクウェゲ－「女性にとって世界最悪の場所」で闘う医師 

JO1 THE MOVIE 「未完成」 GO to the TOP 

ブルーノート・ストーリー 

むんじゅる笠 瀬底島の笠 

A.W.アピチャッポンの素顔 

ストレイ 犬が見た世界 

森のムラブリ インドシナ最後の狩猟民 

ダイナソーJr. フリークシーン 

ぼけますから、よろしくお願いします。おかえり母さん 

劇場版 おうちでキャノンボール 2020 

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 

スパークス・ブラザーズ 

旅のはじまり 

見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界 

いのち見つめて 高次脳機能障害と現代社会 

杜人（もりびと） 環境再生医 矢野智徳の挑戦 

ZAPPA 

リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス 

SEVENTEEN POWER OF LOVE : THE MOVIE 

フェルナンド・ボテロ 豊満な人生 

チロンヌプカムイ イオマンテ 

ピアノ ウクライナの尊厳を守る闘い 

オードリー・ヘプバーン 

スージーQ 

ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック 

ヨナグニ 旅立ちの島 

教育と愛国 

パイナップル・ツアーズ DR版 

a-ha THE MOVIE 

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 

人生ドライブ 

私のはなし 部落のはなし 

エコー・イン・ザ・キャニオン 

瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと 

おれらの多度祭 小山地区・三年間の記録 

ゴースト・フリート 知られざるシーフード産業の闇 

私だけ聴こえる 

シェイン 世界が愛する厄介者のうた 

東京 2020オリンピック SIDE:A 

歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡 

ストーリー・オブ・フィルム 111の映画旅行 

FLEE フリー 

スープとイデオロギー 

アカマタの歌 海南小記序説 西表島・古見 

エリザベス 女王陛下の微笑み 

ナワリヌイ 

百年と希望 

ポーランドへ行った子どもたち 

東京 2020オリンピック SIDE:B 

ヘィ！ティーチャーズ！ 

シネマスコーレを解剖する。 コロナなんかぶっ飛ばせ 

ガザ 素顔の日常 

パレスチナのピアニスト 

アルピニスト 

希望と絶望 その涙を誰も知らない 

ゆめパのじかん 

Blue Island 憂鬱之島 

映画はアリスから始まった 

こどもかいぎ 

劇場版 荒野に希望の灯をともす 

食草園が誘う昆虫と植物のかけひきの妙 

霧幻鉄道 只見線を 300日撮る男 

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 

沖縄久高島のイザイホー（HD改訂版） 

太陽の夢 

乙女たちの沖縄戦 白梅学徒の記録 



長崎の郵便配達 

ウクライナから平和を叫ぶ Peace to You All 

ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言 

for you 人のために 

ロックン・ロール・サーカス 

チャーリー・イズ・マイ・ダーリン 

掘る女 縄文人の落とし物 

ブライアン・ウィルソン 約束の旅路 

時代革命 

ももいろクローバーZ アイドルの向こう側 特別上映版 

新章パリ・オペラ座 特別なシーズンの始まり 

生きる FROM NAGASAKI 

Okagesama de ハワイ日系女性の軌跡 

東京流氷 COOL IT DOWN 

ワタシタチハニンゲンダ！ 

アートなんかいらない！ 

失われた時の中で 

雲旅 

サハラのカフェのマリカ 

ベルベット・クイーン ユキヒョウを探して 

ワイルド・スタイル 

重力の光 祈りの記録篇 

紅花の守人 いのちを染める 

アザー・ミュージック 

原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち 

空へ ふたたび 

うむい獅子 仲宗根正廣の獅子づくり 

日本原 牛と人の大地 

トゥルー・ノース 

ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド 

暴力をめぐる対話 

バビ・ヤール 

丸木舟とUFO 

その声のあなたへ 

プリンセス・ダイアナ 

こころの通訳者たち What a Wonderful World 

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 

オレの記念日 

背 吉増剛造×空間現代 

裸のムラ 

木樵 KIKORI 

素晴らしき日々も狼狽える 

役者として生きる 無名塾第 31期生の 4人 

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 

時には昔の話を 森山周一郎 声優と呼ばれた俳優 

岡本太郎の沖縄 完全版 

ウンチク－うんこが地球を救う 

ソングス・フォー・ドレラ 4KDR版 

ノベンバー 

デュラン・デュラン ハリウッド・ハイ 

ソウル・オブ・ワイン 

たまねこ、たまびと 

百姓の百の声 

Yokosuka 1953 

ブリティッシュ・ロック誕生の地下室 

RIGHTS パンクに愛された男たち 

ランディ・ローズ 

アメリカン・エピック 

戦地で生まれた奇跡のレバノンワイン 

麻雀最強戦 the movie 

愛国の告白 沈黙を破る Part2 

擬音 A FOLEY ARTIST 

リアム・ギャラガー ネブワース 22 

ジェラール・フィリップ 最後の冬 

人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版 

Vin Japonais ヴァン・ジャポネ the story of NIHON WINE 

ビー・ジーズ 栄光の軌跡 

セールスマン 

マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説 

肉態問答 

百年の夢 DR版 

ミスター・ランズベルギス 

NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM 

ジョン・レノン ～音楽で世界を変えた男の真実～ 

少年たちの時代革命 

眩暈 VERTIGO 

戦場記者 

チーム・ジンバブエのソムリエたち 

ワンダーボーイ 

浦安魚市場のこと 

理大囲城 

猫たちのアパートメント 

STARGAZER: ASTROSCOPE 

モーターヘッド／ザ・ワールド・イズ・アワーズ 

ベイウォーク 

Mr.Children「GIFT for you」 

AB6IX: TAKE A CHANCE 

 

(以上公開日順) 

 

 

 


