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期間中劇場ロビーにて、黒海明監督直筆の書き込み入り台本およびノ}トを展示する予定です。(協力:黒海プロダクション)

トークイベント開催予定:決定次第お知らせいたします。詳しくはホームページまたは劇場にお問い合わせくだ

山 I川/吋恕されチケー L.'I' j~~ :tます
テアトル新出では光光券(さきうりけんmrDJまでのチケット ill 拘購入)のご利川をお勧めしています

先行販売
ご鑑賞 II の.前より劇場窓[.I] にてチケットの-を開始致します

のお知らせ 1



直盟竺些全型竺竺· 一一一一一-

閣'r1Tを支配するRiIi病やみの若いやくざと

彼を診療する貧乏な酔いどれ医師とのぶ

つかり合いを通して、戦後風俗を鮮やかに

描き出した力作

脚本:思搾 I~i、組 1'，'(長之助

~hH彪-伊藤武夫

/l ljy(: ぶ村喬、三船敏郎、水器'k千代

女キネ旬 1位

1948年 98分 1'1948 TOllOCO..LTD

国酔いどれ天使 盟国

ミ術対柔道の抗争をエンターテインメント

として見せる一万、後の作品に通底する

ヒューマニズムの精神を色濃く押出した作

原作:白川常雄

脚本:弘津 IVJ

/I \i出:藤山進、大 inT 戸、 l 伝次郎、 )j 形龍之介

1945{1: 82 ラ)-< 1915TOllOCO.LTD

敗軍の将が追っ手から姫君と財宝を守っ

て、敵中を突破するアクション活劇ジ、ヨー

ジ・ルーカスはこの作品から『スター・ウォー

ズj のアイデイアを得た。

脚本:黒洋 IVJ 、菊山降二、小岡英雄、橋本忍

出演:三船敏郎、 k以来抗、千秋尖

女ベルリン映 Il !l i祭 監督賞 rlil 際評 t論家述盟貨

安ブルーリボン賞作品 it *キネ旬 2位

1958 年/139 分、 ι1958 TOIIOCO.. 口D

以作:ウィリアム・シェイクスピア「マクベス」

脚本:小凶兆 MI· 、橋本岩、、地向隆三、黒滞 IVJ

1+li 寅:三船敏郎、 II/III ll~ I-i令、ぷ村喬

*キネ句 4位

195711: 110 分 '~)J957 TOHOCO..LTD

シェイクスピアの「マクベス」を日本の戦|主

時代に翻案して作られた蜘妹巣城の城

主を殺害した主人公が次第に疑心暗鬼

に陥り妄執に取り溶かれていく。

蜘妹巣城 園図画 隠し砦の三悪人図画圏園 績姿三四郎

己人テアトル新 T

この度、テアトル新宿では世界に燦然と輝く巨匠・黒津明監督作品 28本を上映する運びとなりました。

この冬には、黒津明監督の傑作時代劇『椿三ト郎』が、森田芳光監督、織田裕二さん主演で蘇るのをはじめ、没後 10

年を前に、黒津明監督が再び大きく脚光を浴びています。そんな中、映画館のスクリーンで「世界のクロサワ」を再

発見する、その機会を提供したいという思いからこの上映は企画されました。

テアトル新宿は、本年、開館 50 年を迎えます。日本映画界の至宝、黒津明監督作品を一挙上映するこの企画を通じ

て、日本映画を応援し続けてきたテアトル新宿の立場をあらためて明確にしたいと思います。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

帝政ロシアを舞台にしたゴーリキーの名作

戯曲を、江戸時代の桃割り長屋に暮らす

貧しい庶民たちの話しに置き換えた'丹太

な人間ドラマ。

JJ;{作・マクシム・ゴーリキー

脚本:小国英雄、出 j事 l別

出演:中村胤治郎、 1IIIIUl 卜鈴、香川京 f

*キネ旬 10 位

1957 年 125 分♂ 1957 TOIIOCO..LTD

かつて原爆を体験した机ほの許を訪れた

4 人の孫が体験するひとぶの出来事を描

き、以伎を訴える感動ドラマ

以作:付LL1~子代子「鍋の rllJ 脚本:黒 i宰 nJ-j

出演:村瀬幸 f、 Jド川比佐，ぶ、リチヤード・ギア

*日本アカデミ -ft 顕彰賞照 Imt 美術賞録音質

*キネ旬 3位

199111: 97 分 ~1991 怯竹株式会社

新進画家 lT 江 -DIS は、ある n 愛JI1のオー

トパイを飛ばして伊豆の山々を写生に出掛

けた。三人の百姓が不思議そうな顔をし

て彼の絵を眺めている・・・。

醜聞くスキャンダル〉 圏
脚本:黒津明、菊島隆三

撮影:生万敏夫

出演:三船敏郎、 11111 淑 I- 、ぶ村喬

女キネ旬 6位

1950 年 104 分 や1950t 公竹株式会社

脚本・!日深 IVJ 、硝品股 i

船影 :r}l 弁明ー

出演:ー三船敏郎、ぷ村母、淡路忠子

女キネ 11) 3位

1919 年/122 分円 1919 TOllOCO..LTD

日本映 l両に刑・ J~ もののジャンルを確立した

記念すべき作品定訴をモチーフに、新米

刑事が、殺人を統ける犯罪者を追いつめ

る過程を克明に描く。

七人の侍園園陸 E園 天国と地獄図悶園園
脚本 :1，U洋明、橋本必、小|五|英雄搬影:中 it-朝一

出演:ミ船敏郎、志村喬、 ilt 応忠子、藤原釜足

*ヴェネチア映画祭 銀獅 f 1't

*キネ旬 3位

1954 iド 207 ラt ｩ1954TOIlOCO..LTD

日本|決阿!との趨大作であり、映画各誌の

第 l位に輝く黒滞映日 hi の金字帯。戦国時

代を舞台に、 (i ~1:たちが侍を履い野武士

の群から村を守ろうとする姿を描く。

II から出まかせに名乗った名前は、椿三

卜郎ある維の御家騒動に巻き込まれた

ミ卜日 IS が、腹黒い家老たちの不正を暴こ

うとするど iい侍たちを手助けして大活躍

原作 :L1/ ノド周五郎 I rl 予々安

脚本:!;j1j品隆三、小住 l英雄、:.I Ai事 I則

/Lliv(::船敏郎、仲代達矢、小林杵:樹、加山雄三

女キネ旬 5位

1962:rl' 96 分 ι1962 TOIIOCO.LTD

「痛快娯楽時代劇の決定版」。娯楽映 IL可

の技巧を追求した傑作時代劇。浪人が、

JlJ心俸として雇われる振りをしてやくざを

煙に巻き、向上打ちさせようとする。

脚本:， IH 洋明、精品隆三撮影:下"， 'JII 一夫

出演:士三船敏郎、仲代達矢、行 j 葉 r、山田五卜鈴

女ヴェネチア映画祭男優 11・

*ブルーリボン賞主演児優 11・ *キネ令1) 2 位

1961 年 110 分 1961 TOIIOCO..LTD

敗戦直後の風俗を背京に恋人たちのささ

やかな日常を摘く。“激しい現実の中"に阿

武なくさらされた恋人たちが、“萌え出して

くるような夢"をつかまえる姿を描く

脚本:植草一長之助

制影: rp) 村山一

出演 :i?{1 崎勲、 lll~ ヒ千枝子、渡辺篤

下旬キネ句 6位

1947 年 108 分。 1917 TOIIOCO..LTD

置盟盟盟盛 E

江戸時代、貧しい町人のための医療施

設、小石川養生所を舞台に、上昇志向の

強いエリート医が機々 な人々 との出会いを

通じ、成長していくという人間ドラマ。

原作:山本)，'U五郎「亦ひげ，診療却」

脚本:)t-手雅人、小[正 l 英雄、消印隆二三、黒 j事 i別

出演:三船敏郎、加山雄三、山崎努

*ヴェネチア l決断祭 男優賞他 女キネ旬 1位

1965 年 185 分(( 1965TOllOCO.LTD

画赤ひげ
原作:内田 (i~ l1 r内旧百聞全集」より

脚本:黒 i畢明 Illi 寅:松村達雄、昏川京 f、 Jt-川比佐， ι

女日本アカデミ一位 助演 k優良'他

*キネ旬 10 位

1993 年 134 分 ι 角川 l決 Ilfli

黒 j宰明監管が、敬愛する|組本家・内田行

間とその門下生たちとの交流をほのぼの

としたタッチで、拙いたドラマ。

まあだだよ
原作 :111 本JiI ;j 五日 lSI 季節のない街」

脚本:県津明、小 I Il I 英雄、橋本忍

出演:頭 niP 佐平:、 'i"!'J 十きん、殿村敏之

官除キネ旬 31立

1970ir 140分 1δ1970 TOllOCO..LTD

初のカラー作品。公開当時、その色使いで

批評家やファンを驚かせた。数々 の大胆な

試みで観る去を、主人公の六ちゃんのメル

ヘンの [I上昇へと誘う。

“十亥"に対する恐怖を 'Iqb にして、監'怪が自

分の核反対の立場を打ち出した )J 作。主

人公が核の恐怖から逃れようと次第に発

狂していく織を措く。

脚本:橋本忍、小[匝|英雄、 ;~Ui 事 l珂

搬影 :ql 井切 J.

出演:ミ船敏郎、よ村1ffi、千秋'x、 ~llf 水将J.2

*キネ旬 41 、t

1955{f:: 113 う〉の 1955 TOIlOCO..LTD

脚本 ::ni 事 IVi

搬影 :/J 、原占治

Wi~r: ，む村骨、矢 [I 陽子、 w川将司

1944{1: 85 う}l 1914TOIlOCO..LTD

思津監督には珍しく、持い k性の集団劇

を扱ったものとして独特の位置を占めてし

る監督円身にとっても「私の一番可愛い

作品で、ある」という

同癌である事を知った公務以の生き様を

通し、人間の真の生き甲斐を問う。ベルリン

映画祭銀熊賞受賞により、世界の映画史

上にも名高い作品となった。

脚本:思津明、橋本忍、小同英雄

搬彩 :rll 井朝一

出演:志村喬、口守新一、印 '1.1#リ j 、千秋:た

女ベルリン映画祭銀熊賞 女キネ旬 1位

195211:: 143 う，}~ 1952TOIlOCO..LTD

当時不治の病とされた“梅毒"をうつされ

た青年医師が、 a 人で病と向き合う党↑ tf

を決め、人としてどこまでも誠実に生きょう

とする姿を払い、たドラマ。

IJ;( 作:菊田一夫

脚本日揮 l町、谷 r IT"h
出演:三船敏郎、ぶ付信、二保美紀

*キネ旬 7位

1949 1ド 95 うt <r> fl) 川 l決vJ lj

陸自陸自
JJ;(f 乍:ウィリアム・シェイクスピア

脚本日洋明、小凶英雄、 JI二下雅人

l11 i出:仲代述矢、、子 J己問、、相.H ll 佳/

*アカデミ -it ・ 衣裳デザイン1'1: 女キネ旬 2枇

1985{ ド 162 う'f II) 川映 11!li

シェイクスピアの『リア玉 j をモチーフに作

られた作品。令指 ld に県津の映両観・人生

観・芸術観を異係な緊張感とともに合有し

た、黒 i宰映幽芸術の集大成

個圃乱

武田信玄の死の謎と武田家の滅亡にまつ

わる壮大な物詩を、ダイナミックかつ帯磁に

描いた 1980 年度カンヌ国際映 II司祭グラン

プリに輝く組大作。

脚本:黒棒切]、 jド予雅人

出演;仲代達矢、 1[1 崎努、荻原健一

*カンヌ国際映画祭パルム・ドール 女キネ旬 2佐

官骨英国アカデミ -11 ・ 監督'此 衣装デザイン it

1980 年 179 分 1980 TOIIOCO..LTD

影武者

思津プロで初めて製作した作品。現代社

会にはびこる政治汚職に鋭く切り込み、同

時にサスペンスに満ちた娯楽映画としても

成立させた [IIli 則的な作品。

監将処友作。修道館に入門した姿三四郎

は、柔道家として技能、精神共に大きく成

長してゆくそんな主 114 郎に他流派の猛

者たちは次々 と戦いを挑む。

原作:， :n Il常雄

脚本 :1J.\i 事 IV] 臥拶: :.fJIV]
出演:雌 IU 進、大河内伝次郎、)J形龍之介

1943 年 79 分 ι1913 TOIIOCO..LTD

脚本:久似栄二郎

~h} 彩:Ijリ 1·I:vJ~-

Il li~l :原節子、藤田進、大 inII 人]伝次郎

女キネ旬 2杭

1916{I: 110 分 1916 TOIlOCO..LTD.

京大・ ]r 件とゾ勺レゲ・スパイ事件、この現実

に起こったふたつの・jJ件に忽を得て、帝

同 i:~ をに勇敢に立ち InJ かうヒロインの生き

去を姉く

都にほど近い山中で、貴族の友性と供回り

の侍が山賊に襲われた。そして侍は死亡

事件は検非違使によって吟味される事に

なった。

原作・芥川龍之介 Hl i寅:三船敏郎、京マチコ、森雅之

脚本: !J.\ i'~IY] 、橋本必

*ヴェネチア映画祭 金獅子 ft 他

女アカデミ-1't・ 特別立 女キネ旬 5杭

1950 年 /88 分 む角川映凶


