
わたしはラジオ～わたラジ～　配信リスト

タイトル ジャンル 日付 参加メンバー（カズハセ以外、敬称略です）

001 ちょっと、タイトル決まってないんですけど その他 2014年08月01日 ごとう

002　でっかくて驚いた！「GODZILLA ゴジラ」 映画 2014年08月02日 ごとう

003 おい君「ドリームキャッチャー」って観たことある？ 映画 2014年08月11日 ごとう

004 みんなで一番恐い映画について語ってみた 映画 2014年08月19日 ごとう コンコム ゴクツブシ なおと るみはる

005 みんなでロボット壊れちゃった系映画について語ってみた 映画 2014年08月26日 ごとう コンコム ゴクツブシ なおと るみはる

006 みんなでマトリックスについて語ってみた 映画 2014年08月26日 ごとう コンコム ゴクツブシ なおと るみはる

007　僕らの学生時代の（強烈な！？）サブカル論 その他 2014年09月02日 ごとう ゴクツブシ タナケン なおと るみはる

008 タイトルをもう一回考え直そう その他 2014年09月09日 げっこ ごとう るみはる

009 【前編】「アイドル×HR/HMの歴史」について語ってみた その他 2014年09月16日 げっこ ごとう るみはる

010 【後編】「アイドル×HR/HMの歴史」について語ってみた その他 2014年09月23日 げっこ ごとう るみはる

011 アナと雪の女王と、ぼくらのディズニー体験について語ってみた 映画 2014年10月01日 げっこ ごとう るみはる

012 ブログのコメントと「ジャッカルの日」について語ってみた 映画 2014年10月07日 ごとう

013 楳図かずお初監督作品「Mother(マザー）」について語ってみた 映画 2014年10月14日 ごとう

014 伊藤潤二新作ホラー短編集「魔の断片」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2014年10月22日 ごとう

015 歴史系ゴア映画『ブレイブハート』について語ってみた 映画 2014年10月28日 ごとう

016 サイクルロードレーサー土井雪広著『敗北のない競技:僕の見たサイクルロードレース』
について語ってみた 本/漫画/アニメ 2014年11月04日 ごとう

017 児童文学『年をとったワニの話』について語ってみた 本/漫画/アニメ 2014年11月11日 ごとう

018 楳図かずお『わたしは慎吾』について語ってみた 本/漫画/アニメ 2014年11月18日 ごとう

019 『画皮 あやかしの恋』について語ってみた 映画 2014年11月25日 ごとう シークレット・ゲスト

020 『スノーピアサー』について語ってみた 映画 2014年12月02日 ごとう

021 『アウトレイジ ビヨンド』について語ってみた 映画 2014年12月09日 ごとう

022 ファミコン等のゲーム音楽について語ってみた その他 2014年12月11日 げっこ ごとう ゴクツブシ

023 ダンディーについて語ってみた その他 2014年12月23日 げっこ ゴクツブシ

024 「レオン 完全版」について語ってみた 映画 2014年12月30日
025 みんなで一番怖い映画について語ってみた 其の弐 映画 2015年01月06日 ごとう コバケン るみはる

026 みんなで初めて買ったCD&生涯ベストアルバムについて語ってみた その他 2015年01月14日 ごとう コバケン るみはる

027 子どもの頃近所にいた変わったおじさんについて語ってみた その他 2015年01月20日 ごとう コバケン るみはる

028 「ホビット」のBL漫画について語ってみた 映画 2015年01月26日 ごとう コバケン るみはる

029 『カポーティ』について語ってみた 映画 2015年02月03日 ごとう

030 年末年始に観た映画について語ってみた 映画 2015年02月10日 ごとう
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031 『ホビット 決戦のゆくえ』について語ってみた 映画 2015年02月17日 ごとう

032 『進撃の巨人』について語ってみた 映画 2015年02月24日 ごとう どんよりまなこ

033 EXILEについて語ってみた その他 2015年03月04日 ごとう どんよりまなこ

034 『サイン』について語ってみた 映画 2015年03月10日 ごとう

035 【前編】歴代映画ベスト250について語ってみた 映画 2015年03月18日 ごとう

036 【後編】歴代映画ベスト250について語ってみた 映画 2015年03月24日 ごとう

037 （前篇）今夜はシャマラナイト【シャマラン監督作品ランキング】について語ってみた 映画 2015年03月31日 ごとう

038 （後篇）今夜はシャマラナイト【シャマラン監督作品ランキング】について語ってみた 映画 2015年04月06日 ごとう

039 小説投稿サイト【小説家になろう】について語ってみた 本/漫画/アニメ 2015年04月21日 ごとう ひろし 深澤

040 『ジュピター』について語ってみた 映画 2015年04月28日 ごとう ひろし 深澤

041 『皆殺しのバラッド メキシコ麻薬戦争の光と闇』について語ってみた 映画 2015年05月05日 ごとう

042 『ゴーンガール』について語ってみた 映画 2015年05月12日 ごとう

043 『プレステージ』と『インターステラー』について語ってみた 映画 2015年05月19日 Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

044 《立石バーガー》について語ってみた その他 2015年05月26日
045 『チャッピー』について語ってみた 映画 2015年06月02日
046 『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』について語ってみた 映画 2015年06月18日
047 【前半】『ラブライブ！The School Idol Movie』について語ってみた 映画 2015年06月30日 げっこ ゴクツブシ タナケン

048 【後半】『ラブライブ！The School Idol Movie』について語ってみた 映画 2015年07月07日
049 『バトルシップ』について語ってみた 映画 2015年08月12日
050 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』について語ってみた 映画 2015年08月20日 とみぞう るみはる

051 地下アイドルについて語ってみた その他 2015年08月30日 あとむった

052 『ひぐらしがなく頃に』について語ってみた 映画 2015年09月11日 あとむった

053 映画『進撃の巨人』後編について軽く語ってみた 映画 2015年09月20日
054 現役大学生と喋ってみた その他 2015年09月20日 きょたろー

055 (前編)バスケットボールについて語ってみた その他 2015年09月29日 きょたろー

056 (後編)バスケットボールについて語ってみた その他 2015年09月29日 きょたろー

057 【ネタバレなし】シャマラン新作「ヴィジット」について語ってみた 映画 2015年11月04日
058 【ネタバレあり】シャマラン新作「ヴィジット」について語ってみた 映画 2015年11月04日
059 【前編】「キングスマン」について語ってみた 映画 2015年11月10日 riku
060 【後編】「キングスマン」について語ってみた 映画 2015年11月10日 riku
061 「心が叫びたがってるんだ。」について語ってみた 映画 2015年11月17日 riku
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062 『MADOGATARI展』について語ってみた その他 2015年12月02日
063 『物語シリーズ』について語ってみた その他 2015年12月10日
064 前編「バガボンド」農業編について語ってみた 本/漫画/アニメ 2015年12月24日
065 後編「バガボンド」農業編について語ってみた 本/漫画/アニメ 2015年12月28日
066 インターネットの過去と未来について語ってみた その他 2016年01月04日 とみぞう

067 「雲のむこう、約束の場所」について語ってみた 映画 2016年01月11日 とみぞう

068 (ネタバレ注意）「スター・ウォーズ　フォースの覚醒」について語ってみた 映画 2016年01月18日
069「ストレイト・アウタ・コンプトン」について語ってみた 映画 2016年01月29日
070【前篇】ジョジョのアニメ１，２部について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年02月15日 A★nded
071【後篇】ジョジョのアニメ１，２部について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年02月18日 A★nded
072 「X-ミッション」について語ってみた 映画 2016年03月07日
073「オデッセイ」について語ってみた 映画 2016年03月15日
074 障害者プロレスドキュメンタリー「Doglegs」について語ってみた 映画 2016年03月21日
075『ヤクザと憲法』について語ってみた 映画 2016年05月04日
076『桜の樹の下』について語ってみた 映画 2016年05月27日
077はとばしてしまいました

078『レヴェナント：蘇えりし者』について語ってみた 映画 2016年06月03日
079 ごとう君と最近あったことについて語ってみた その他 2016年06月24日 ごとう

080 NBA2015-16シーズンについて語ってみた その他 2016年06月27日 ごとう

081 「疑惑のチャンピオン」について語ってみた 映画 2016年07月09日
082「Mr.タスク」について語ってみた 映画 2016年07月18日 Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

083【前編】刃牙シリーズについて語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年07月22日 Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

084【後編】刃牙シリーズについて語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年07月22日 Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

085 音楽映画について語ってみた 映画 2016年08月05日 Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

086「シンゴジラ」の感想をまとめてみた 映画 2016年08月20日
087【前編】「エスケープ 2014年 全日本選手権ロードレース」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年08月30日
087【後編】「エスケープ 2014年 全日本選手権ロードレース」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年09月08日
089「太陽の蓋」について語ってみた 映画 2016年09月11日
090「ガールズ＆パンツァー劇場版」について語ってみた 映画 2016年09月15日
091 「スーサイド・スクワッド」について語ってみた 映画 2016年09月18日 A★nded Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

092【前編】「ジョジョ第３部」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年09月26日 A★nded Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎
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093【後編】「ジョジョ第３部」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2016年10月02日 A★nded Mｒ.コーキ 土門Ｑ太郎

094「ウィルスは生きている」 本/漫画/アニメ 2016年10月20日
95 アイドルブームの行方について語ってみた その他 2016年10月26日 あとむった

96 「この世界の片隅に」につて語ってみた 映画 2016年11月20日
97 ごとう氏と映画の話をしてみた 映画 2016年11月20日 ごとう

98 「夏の魔物」について語ってみた その他 2016年11月29日 ごとう

99 「シン・ゴジラ」をごとうくんと語ってみた 映画 2016年12月02日 ごとう

100 【前編】記念回わたラジ過去回について振り返ってみた その他 2016年12月18日
101 【後編】記念回わたラジ過去回について振り返ってみた その他 2016年12月23日
102　「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」について語ってみた 映画 2016年12月25日
103 「ローグ・ワン」について語ってみた 映画 2016年12月31日
104 【前編】2016年にハマったものについて語ってみた 映画 2017年01月04日 デン介 とみぞう

105 【後編】2016年にハマったものについて語ってみた 映画 2017年01月09日 デン介 とみぞう

106《2016映画わたランキング》について語ってみた 映画 2017年01月14日
107 「実写版デビルマン」の感想をまとめてみた 映画 2017年01月20日
108 「トレマーズ」について語ってみた 映画 2017年01月25日 ごとう

109【前編】「最貧困女子」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年01月28日 ごとう

110【後編】「最貧困女子」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年01月29日 ごとう

111 顔が割れる系映画について語ってみた 映画 2017年02月03日 ごとう

112 「ドント・ブリーズ」について語ってみた 映画 2017年02月06日 riku
113 「マグニフィセント・セブン」について語ってみた 映画 2017年02月16日
114 「WHO KiLLED IDOL ? -SiS消滅の詩-」について語ってみた 映画 2017年02月19日
115 「サバイバルファミリー」について語ってみた 映画 2017年02月21日
116 婚活パーティに行ってみた その他 2017年02月27日
117 「ラ・ラ・ランド」について語ってみた 映画 2017年03月05日
118 「ザ・コンサルタント」「沈黙-サイレンス-」について語ってみた 映画 2017年03月08日 riku
119 「子宮を全摘出する手術の立会人に『おっさんレンタル』を頼んだ話」について語ってみ
た その他 2017年03月30日 ごとう

120 「山田孝之の東京都北区赤羽」について語ってみた その他 2017年04月04日 ごとう

121　怖い映画・エロい映画の話をしてみた 映画 2017年04月08日 カシくん ごとう なみき ミニデビル

122 「沈黙-サイレンス-」と「ララランド」について語ってみた 映画 2017年04月16日 きょたろー
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わたしはラジオ～わたラジ～　配信リスト

タイトル ジャンル 日付 参加メンバー（カズハセ以外、敬称略です）

123 西加奈子著『サラバ!』について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年04月18日 きょたろー

124 パイクとアナケンついて語ってみた 映画 2017年04月20日 Mｒ.コーキ 綾辻 土門Ｑ太郎

125 「ムーンライト」について語ってみた 映画 2017年04月22日 Mｒ.コーキ 綾辻 土門Ｑ太郎

126 今年見た映画について語ってみた 映画 2017年05月14日 すぱすぱ

127 今年これからやる映画について語ってみた 映画 2017年05月18日 すぱすぱ

128 「美女と野獣」について語ってみた 映画 2017年05月27日 すぱすぱ

129 【ネタバレ注意】「スプリット」について語ってみた 映画 2017年06月03日
130 「ローガン」とか微妙に感動する映画とかについて語ってみた 映画 2017年06月13日 ごとう

131 『参謀の甲子園 横浜高校 常勝の「虎ノ巻」』について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年06月19日 ごとう

132 最近読んだ本について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年06月27日 ごとう

133 【前編】「ハクソー・リッジ」について語ってみた 映画 2017年07月02日 すぱすぱ

134 【後編】「ハクソー・リッジ」について語ってみた 映画 2017年07月08日 すぱすぱ

135 前立腺炎になったについて語ってみた その他 2017年08月19日 ごとう

136 車レストア番組について語ってみた その他 2017年08月26日 すぱすぱ

137 【前編】「哭声／コクソン」について語ってみた 映画 2017年08月29日 すぱすぱ

138 【後編】「哭声／コクソン」について語ってみた 映画 2017年08月29日 すぱすぱ

139 「ダーク・ハーフ」について語ってみた 映画 2017年09月06日 ごとう

140 「平和へのラストフライト 緑十字機が運んだ終戦」について語ってみた その他 2017年09月15日 ごとう

141 「ライト・スタッフ」について語ってみた 映画 2017年09月23日 ごとう

142 ジュラシック・ワールドと高校バスケ横地聖真について語ってみた 映画 2017年09月29日 ごとう

143 女子プロレス《アイスリボン》について語ってみた その他 2017年10月05日 ごとう

144 「お嬢さん」について語ってみた 映画 2017年10月05日
145 「コンビニ人間」について語ってみた 本/漫画/アニメ 2017年10月10日 きょたろー

146 「ダンケルク」について語ってみた 映画 2017年10月12日 きょたろー

147 競馬の凱旋門賞について語ってみた その他 2017年10月15日 きょたろー

148 ‘17年夏～秋の映画について語ってみた 映画 2017年10月18日 riku すぱすぱ とみぞう

149 映画の中国語タイトルについて語ってみた 映画 2017年10月21日 riku すぱすぱ とみぞう

150 子供の頃の流行とか、映画雑談について語ってみた 映画 2017年10月25日 riku すぱすぱ

151 映画館の妖怪とか、ドゥニ・ヴィルヌーヴについて語ってみた 映画 2017年10月29日 riku すぱすぱ

152 「アウトレイジ 最終章」について語ってみた 映画 2017年11月01日
153 「ブレードランナー2049」について語ってみた 映画 2017年11月09日

http://wataradi.seesaa.net/article/448844941.html
http://wataradi.seesaa.net/article/449131433.html
http://wataradi.seesaa.net/article/449227172.html
http://wataradi.seesaa.net/article/449871258.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450004541.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450230239.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450309537.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450804084.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450804743.html
http://wataradi.seesaa.net/article/450819478.html
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http://wataradi.seesaa.net/article/451500808.html
http://wataradi.seesaa.net/article/452822255.html
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http://wataradi.seesaa.net/article/453682260.html
http://wataradi.seesaa.net/article/453682668.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454070028.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454069742.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454069805.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454277756.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454279221.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454434713.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454526730.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454593847.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454695930.html


わたしはラジオ～わたラジ～　配信リスト

タイトル ジャンル 日付 参加メンバー（カズハセ以外、敬称略です）

154 「ゲット・アウト」について語ってみた 映画 2017年11月19日
155 ナンパものＡＶと裏垢女子について語ってみた その他 2017年11月22日 ごとう

156 「IT／イット　“それ”が見えたら、終わり。」について語ってみた 映画 2017年11月25日 ごとう

157 「コンビニ・ウォーズ バイトJK VS ミニナチ軍団」について語ってみた 映画 2017年11月29日 Mｒ.コーキ すぱすぱ 土門Ｑ太郎

158 今宵はイップマン祭り！葉問シリーズについて語ってみた 映画 2017年12月03日 Mｒ.コーキ すぱすぱ 土門Ｑ太郎

159 韓国映画について語ってみた 映画 2017年12月14日 Mｒ.コーキ すぱすぱ 土門Ｑ太郎

160 映画雑談及びスター・ウォーズのよもやま話について語ってみた 映画 2017年12月18日 Mｒ.コーキ すぱすぱ 土門Ｑ太郎

http://wataradi.seesaa.net/article/454991507.html
http://wataradi.seesaa.net/article/454991927.html
http://wataradi.seesaa.net/article/455065073.html
http://wataradi.seesaa.net/article/455215808.html
http://wataradi.seesaa.net/article/455303912.html
http://wataradi.seesaa.net/article/455373247.html
http://wataradi.seesaa.net/article/455627320.html


ゲスト様のネットラジオ番組（敬称略）

ひろし 千葉文化放送 はちみつの森放送局

深澤 ネットラジオの歩き方

土門Ｑ太郎 カナルカナル映画事変 ＡＣＴ.Ⅱ とんでんラジオ～底辺の戯言2～
Mｒ.コーキ カナルカナル映画事変 ＡＣＴ.Ⅱ とんでんラジオ～底辺の戯言2～

とみぞう 鳥頭 マンガダナポッドキャスト

riku 鳥頭

A★nded タシナムテイド あじあん

デン介 マンガダナポッドキャスト

http://chiba-radio.org/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuhuXc5IvXAhWJppQKHRasCG8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tokaidaisuki.xyz%2F&usg=AOvVaw2DcgrmPZcJnRjveS1mnrQW
http://ripple-station.com/netradiowalker/
http://canaljihen.seesaa.net/
http://tondenradio.seesaa.net/
http://canaljihen.seesaa.net/
http://tondenradio.seesaa.net/
http://toriatamaokawari.seesaa.net/
http://mangadana.seesaa.net/
http://toriatamaokawari.seesaa.net/
http://tashinamu.seesaa.net/
http://asiantalk.seesaa.net/
http://mangadana.seesaa.net/


カズハセが出演させて頂いたPodcast様（敬称略）

千葉文化放送 [157]2015年4月のニュースTop7 2015年4月10日

ネットラジオのの歩き方 １０番目「千葉文化放送」 2015年4月11日

ネットラジオのの歩き方 １２番目　「わたしはラジオ～わたラジ～」 2015年4月22日

カナル映画事変ＡＣＴ．２ ★ネットラジオ界のプレステージ☆『わたしはラジオ～わたラジ～』にゲスト出演してきました！ 2015年5月21日

鳥頭 第50回『魔法少女まどか☆マギカ』会議：前編-我々の物語- 2015年11月28日

鳥頭 第50回『魔法少女まどか☆マギカ』会議：後編-終わらない物語- 2015年11月28日

鳥頭 第50回会議後の居酒屋トーク的なアレ 2015年11月29日

カナル映画事変ＡＣＴ．２ 映画『ホステル1&2』【取り扱い注意】仕組まれた理不尽な暴力に巻き込まれた３人組の男たちの結末は如何に！！ 2016年7月30日

カナル映画事変ＡＣＴ．２ 映画『デスノート Light up the NEW world』これも全て計画どおり・・・我々は肯定派！ 2016年12月2日

カナル映画事変ＡＣＴ．２ 12月に観た映画『この世界の片隅に』から『ウォーリアー』&『ヒーローマニア 生活』など！ 2016年12月6日

カナル映画事変ＡＣＴ．２ 映画『ペイン&ゲイン 史上最低の一攫千金』とにかくお馬鹿なドウェイン・ジョンソンが最高すぎる！ 2016年12月9日

鳥頭 第73回『初台で漫画の話をした』会議 2017年03月08日

鳥頭 第75.8回『今年の映画、現時点でコレが良かったな』会議 2017年04月19日

鳥頭 第76回『ゴースト・イン・ザ・シェル』会議【ネタバレ有】 2017年04月20日

鳥頭 第83回『あれこれ映画の話をしてみたよ』会議【前編】 2017年08月30日

鳥頭 第83回『あれこれ映画の話をしてみたよ』会議【後編】 2017年08月30日

鳥頭 第84回『ダンケルク』会議 2017年09月22日

鳥頭 第85回『Box Office Mojo』会議 2017年09月22日

http://chiba-radio.org/?p=866
http://ripple-station.com/netradiowalker/?p=142
http://ripple-station.com/netradiowalker/?p=152
http://canaljihen.seesaa.net/article/418905511.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/430399788.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/430400493.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/430442045.html
http://canaljihen.seesaa.net/article/440235640.html
http://canaljihen.seesaa.net/article/444372163.html
http://canaljihen.seesaa.net/article/444373885.html
http://canaljihen.seesaa.net/article/444373202.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/447728694.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/449161317.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/449161529.html
http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/453103884.html
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http://toriatamaokawari.seesaa.net/article/453643302.html

