
座頭市物語 9:30/12:45/16:00/19:15
続-座頭市物語 11:20/14:35/17:50/21:OO( 終映 22:15)

座頭市千両首 11:40/15:15/18:45
新・座頭市物語 9:55/13:30/17:00/20:30( 終映 22:00)

座頭市血笑旅 11:40/15:20/18:50
座頭市地獄旅 9:55/13:35/17:10/20:40(終日央 22:10)

座頭市牢破り 11:35/15:15/18:50
座頭市血煙り街道 9:55/13:35/17:10/20:45(終映 22:10)

座頭市御用旅 11:35/15:15/18:50
新座頭市物語折れた杖 9:50/13:30/17:05/20:40(終日央 22:10)

悪名 10:50/14:40/18:30
続-悪名 12:50/16:40/20:25(終映 22:00)

兵隊やくざ 10:50/14:45/18:40
続-兵隊やくざ 13:00/16:55/20:45(終映 22: 15)

新・兵隊やくざ火線 10:30/14:25/18:20
悪名縄張〈しま〉荒らし 12:25/16:20/20:15( 終映 22:00)

不知火検校 11:35/15:20/19:00
やくざ絶唱 9:45/13:30/17:15/20:SO( 終映 22:25)

鯨神〈くじらがみ〉 11:50/15:25/18:50
鬼の棲む館 10:20/13:55/17:25/20:50(終映 22: 05)

燃えつきた地図 10:10/14:20/18:30
顔役 12:30/16:40/20:50( 終映 22:30)

破れ傘長庵 11:30/15:10/18:50
まらそん侍 9:45/13:30/17:10/20:50( 終映 22:20)

迷走地図 9:50/14:05/18:25
ど根性物語銭の踊り 12:20/16:45/21:00(終映 22: 30)

待ち伏せ 10:15/14:25/18:35
無宿〈やどなし〉 12:35/16:45/20:55(終映 22:30)
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【ご入場料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア・身障者1000円、ラスト 1 本 800円

。前売1 回券 1100円 (6/15 (金)まで販売) +3 回券 3000円 (6/24( 日)まで販売)

「座頭市」シリーズ(62'""'-'89)、それに「兵隊やくざJ

シリーズ(65~72)を加えた三大シリーズ、は60年千

大映を支えるド、ル箱シリーズとなる。 62年、女優

の中村玉緒と結婚。 67年、勝フ。ロタークションを設

立し、話題作を次々と放つo 71年には、『顔役』で

監督業にも進出。 97年6月 21 日死去。遺作は『浪

人街~(90)。

1931年 11月 29 日生まれ、東京出身。父は長唄

の杵屋勝東治、兄は俳優の若山富三郎。 54年、

大映に入社し、『花の白虎隊~(54)でデビュー。白

塗りの二枚目として売り出すが、なかなか人気が

出ずに低迷する。それが『不知火検校~(60)で悪

役に挑んで演技開眼し、『悪名 ~(6l)、『座頭市物

語~(62)でたちまちスターの座に躍り出る。これら

の作品はシリーズ化され、「悪名」シリーズ(61 '""'-'74) 、

勝新太郎

フロフィール

す。お申し込みは

《新文芸坐友の会会員募集のお知らせ》

新文芸坐では、友の会会員を随時募集しており

受付にて承ります。

特典①入会時にご招待券を1枚プレゼント(特別興行・オールナイ

トにはご利用できません)。

ご入場料金が割引になります。

有料入場ごとに会員証に1ポイント加算され、 10ポイントで

ご招待券を1枚プレゼント。

特典④毎月「ファミリー券(ご本人以外に3名様まで、友の会割引 )Jを

郵送いたします。

特典⑤毎月スケジューノレ表を郵送いたします。

。入会金2000円 (1年間有効)

・会員証の譲渡及び貸与はできません。

.更新料1000円(要会員証。ポイントは繰り越され、さらに1

ポイント加算。)

特典②

特典③

-上映開始30分以後の客席へのご入場はご遠慮い

ただいております。

・上映中は携帯電話 ·PHS等のスイッチは、お切りく

ださい。

・古い作品は映像や音声の状態が悪い場合がござ

います。ご了承のうえご覧ください。

感動はスクリーンから >

新実菩坐
池袋東口徒歩3分 TEL: 03-397 ト9422mftRUHftn



悪名縄張荒らし
くシリーズ第16作) (1 974/東宝)

・監督:増村保造

・原作:今東光・脚本:依田義賢

・共演;北大路欣也、十朱幸代、二世・中

村腐治郎

旧大映障が結集し勝ブロで製作されたシリーズ最終作で、第

1 作と第 2 作のストーリーをリメイクした作品。多彩な脇役

障が魅力で、モートルの貞の役!こ北大路欣也を抜擢。

新兵隊やくざ火線
〈シリーズ第9作) (1 972/東宝)

・監督・脚本:増村保造

・原作:有馬頼義・脚本:東係正年

・共演:田村高度、安田道代、宍戸錠、大ト
瀬康一、大滝秀治

勝ブロ時代の増村 1 作目。シリーズ最終作にして初のカラー

化と村井邦彦の音楽で一新するもバイオレツスはいつも通り。

宍戸錠が勝を向こう|こ憎々しい敵役の鬼軍曹・神永を努演。

続・座頭市物語
〈シリーズ第2作) (1962/大映)

・監督:森一生

・原作:子母沢寛・脚本:犬塚稔

・共演:万里昌代、水谷良重、城健三朗(若

山富三郎)、中村豊、沢村宗之助

市が盲目|こなる前lこひとりの女性をめぐって争つだ兄が、凶

状持ちの浪人として再び現れる。市の兄を大映入社直後の勝

の実兄・城健三朗(後の若山富三郎)が銘演する。

座頭市物語
〈シリーズ第1 作) (1 962/大映)

・監督:三隅研次

.原作:子母沢寛・脚本:犬塚稔

・共演:万里昌代、天知茂、島田竜三、=

田村元、柳永二郎

盲目|こして居合い斬りの達人、誰もが知る勝の当だり役は子

母沢寛のわずか十数ページの随筆を基|こ誕生した。平手造酒

(天知)との橋上での対決は屈指の名勝負と謡われる。

やくざ絶岨
(1970/大映)

・監督:増村保造

・脚本:池田一朗

・共演:大谷直子、田村正和、川津祐介、

太地喜和子、加藤嘉

妹に異常と也いえる愛を注ぐやくざ(勝)は、彼女に近づく

男は皆ぶっ飛ばす。妹はそんな兄を嫌い去ってゆくが……。

『兵隊やくざ』以来 5 年ぶり|こ増村保造と組んだ異色作。

不知火検校
(1960/大映)

・監督:森一生

・原作:宇野信夫・脚本:犬塚稔

・共演:中村玉緒、近藤美恵子、鶴見丈二、

丹羽又三郎、安部徹

盲目の男・杉の市(勝)が悪逆の限りをつくすという、当時

の常識では考えられない、悪役が主演の時代劇。 “座頭市"

など、その後のスター勝のエッセンスが凝縮された一作。

新・座頭市物語
〈シリーズ第3作) (1 963/大映)

・監督:田中徳三・原作:子母沢寛

・脚本:犬塚稔、梅林喜久生

・共演:坪内ミキ子、真城千都世、近藤美

恵子、河津清三郎、丹羽又三郎

3 作目|こして初のカラー作品。剣の師匠の妹と結婚の約束を

交わしだ市だが……。師でもある惚れた女の兄を斬らねばな

らぬ市の複雑な心境を、田中徳三監督が見事に表現する。

座頭市千両首
〈シリーズ第6作) (1964/大映)

・監督:池広一夫・原作:子母沢寛

・脚本:浅井昭三郎、太田昭和

・共演:坪内ミキ子、長谷川待子、城健三

朗(若山富三郎)、島田正吾、石黒達也

第 6 作の監督は当時気鋭の池広一夫で、アイデアを凝らした

殺障などフレッシユな演出が光るo 2 度目の登場となる城健

三朗(若山富三郎)との対決は、気迫のこ也った名場面!

南北朝時代、戦火をまぬがれた山寺を舞台として、 4 人の男

女のそれぞれの愛欲模様が指かれる。勝が演じるのは、山寺

に寵もり愛人との退廃生活に耽る主人公の無明の太郎。

鬼の棲む館
(1969/大映)

・監督:三隅研次

・原作:谷崎潤一郎・脚本:新藤兼人

・共演:高峰秀子、新珠三千代、佐藤慶

くじらがみ

鯨神田'I:::::P».Jiil!I:W
(1962/大映)

・監督:田中徳ニ

・原作:宇能鴻一郎・脚本:新藤兼人

・共演:本郷功次郎、藤村志保、江波杏子、

志村喬

明治初年の九州、幾人もの漁師の命を奪い“鯨神"と畏れら

れていたセミ鯨。その鯨神を倒すため、ふだりの男(勝&本

郷)が名乗りを上げた。もちろん見所は、鯨vs人の対決 11

...、パz

座頭市地獄旅
〈シリーズ第12作) (1965/大映)

・監督:三隅研次

・原作:子母沢寛・脚本:伊藤大輔

・共演:成田三樹夫、林千鶴、岩崎加根子、

丸井太郎、山本学

徳々|こマンネリ化しつつあつだシリーズ|こ、巨匠・伊藤大舗

が脚本で参加した 12作目。敵役の成田三樹夫の妬演ちあって、

原点、|こ戻つだような昧わいと緊張感を堪能できる。

座頭市血笑旅
〈シリーズ第8作) (1964/大映)

・監督:三隅研次・原作:子母沢寛

・脚本:星川 l清司、吉田哲郎、松村正温

・共演:高千穂ひづる、金子信雄、加藤嘉、

王寺虎之助

市が赤ん妨と一緒!こ旅をする、という設定が勝本来のコミカ

ルな演授を引き出すと同時|こ、動きを制限されだ狙特の緊張

感を生む。第 1 作の三隅研次が再び監督しだシリーズ 8 作目。

顔役
(1971/東宝)

・監督・脚本:勝新太郎

・脚本:菊島隆三

・共演:太地喜和子、山崎努、若山富三郎、加

藤岡琢也、伴淳三郎 臨

勝の監督第 1 作。信用金庫の不正融資事件の黒幕を暴<破天

荒な刑事を、勝自身が演じているo クローズアップを多用し

つつ、時!こはロングシヨットと、意欲的な演出を見ぜる。

~:滋飯豊富

マッチ一個を手がかりに、失践した男を追っていく興信所員

が、次第|こ不条理な人間関係に巻き込まれゆくが……。都会

という無限の迷路|こ迷い込んでいく男を、勝が熱演した。

燃えつきた地図
(1968/東宝)女キネ句8位

・監督:勅使河原宏

・原作・脚本:安部公房

・共演:市原悦子、大川修、渥美清

座頭市血煙り街道
〈シリーズ第17作) (1967/大映)

・監督:三隅研次

.原作:子母沢寛・脚本:笠原良二

・共演:近衛十四郎、高田美和、朝丘雪路、 ¥oJ-;

中尾ミエ、坪内ミキ子

母lこ先立だれだ遺児を父親の許に届けるよう頼まれだ市は、

事件に巻き込まれて公儀の隠密と闘う羽目に。隠密・多十郎

を演じる剣豪スター・近衛十四郎が、堂々たる風格を見せる。

座頭市牢破り
〈シリーズ第 16 作) (1 967/ 東宝)

・監督:山本薩夫・原作:子母沢寛

・脚本:中島丈博、松本孝二、猿若清方

・共演:三国連太郎、西村晃、浜田ゅう子、明

細川俊之、藤岡琢也 可司贋金持金融欝腕

勝プロダクシヨンの第 1 回作品でもあるシリーズ 16 作目。社

会派の巨匠・山本薩夫らしい演出が冴える中、三園連末郎が

前半は善玉、後半は悪玉というやクザを巧演する。

潜線側部蹴畿郵監獄銅器陸棚線規臨港総選描

まらそん侍
(1 956/ 大映 /16mm)

・監督:森一生

・原作:伊馬春部・脚本:八木隆一郎

・共演:瑳峨三智子、トニー谷、益田キ一

トン、大泉混

近年、再評価の呼び声高いナンセンス時代劇。ある藩で家老

の娘の婿を決める、遠足の儀(マラソン)が行なわれ……。主

人公の勝ら若侍の脇でト二一谷や大泉混が爆笑演妓を見ぜる。

破れ傘長庵~~~
(1 963/ 大映)

・監督:森一生

・脚本:犬塚稔、辻久一

・共演:藤村志保、二世・中村属治郎、天

知茂、万里昌代

『不知火検校』の森一生監督・犬塚稔脚本コンビが再び放っ

勝の冷酷非道なアンチヒーローもの。町医者・長庵は薄幸の

浪人の妻を横取りするため、浪人|こ殺人のぬれ衣を着せる。

新座頭市物語折れた杖
〈シリーズ第 24 作) (1 972/ 東宝)

・監督:勝新太郎

.原作:子母沢寛・脚本:犬塚稔

・共演:太地喜和子、高城丈二、中村賀

津雄

『顔役~ Iこ続 <2 本自の監督作。行きずりの老婆 lこ願いを託

された市。彼は老婆の娘を女郎屋から救うためヤクザと闘う。

意欲的な演出や斬新な映像など勝のアイデアガ昨裂する。

座頭市御用旅
〈シリーズ第 23 作) (1 972/ 東宝)

・監督:森一生

・原作:子母沢寛・脚本:直居欽哉

・共演:三園連太郎、森繁久禰、大谷直

高橋悦史、酒井修、石橋蓮司

旅の途中で死んだ女の赤ん坊を父親に渡すべ<塩原ヘ向かう

市……。老練の目明し lこ森繁久瀬、敵役 lこ三園連太郎などの

個性派を迎え、工夫を凝らした勝の殺陣ち一段と冴えまくる。

ど根性物語銭の踊り
(1 964/ 大映)

・監督:市川|昆

・脚本:久里子亭・音楽:ハナ肇
・共演:江利チエミ、船越英二、ロイ・ジェ

ームス

曲がったことが大嫌いな八百(勝)は、社会悪、を正すという殺
し屋グループに雇われるが……。劇画チックな物語を、稀代

のテクニシャン市川箆ガジュールな笑いとと包|こ描<異色作。

やどなし

無宿
(1 974/ 東宝)

・監督:斎藤耕一

・脚本:中島丈博、蘇武道男

・共演:高倉健、梶芽衣子、安藤昇、中谷

一郎、今井健二

2 人の男(勝&高倉)と 1人の女が海中の軍用金引き揚げを計
画……。仏映画『冒険者たち』をモチーフ|こ、 『津軽じょん

がら節~ Iこ感動した勝が斎藤耕一監督を起用し製作しだ。

迷走地図
(1 983/ 松竹)

・監督・脚本:野村芳太郎

・原作:松本清張

・共演:岩下志麻、松坂慶子、渡瀬恒彦、

いしだあゆみ、津川雅彦

首相の座をめぐる派関の暗闘を箔<社会派サスペンス。勝は、

第 2 派閥の首領である大物政治家役で貫録の演技を見ぜる。

影のように寄り添う秘書役・渡瀬恒彦の妬演も光る。

待ち伏せ
(1 970/ 東宝)

・監督:稲垣浩・脚本:藤木弓、小国英

雄、高岩肇、宮川一郎

・共演:三船敏郎、中村錦之助、石原裕

次郎、浅丘ルリ子

物情騒然とする天保年間。とある山閣の茶屋に日くありげな

男が集まり腹を探り合う。やがて老中・水野越前の陰謀が明

らか!こ。勝|こ、三船、裕次郎、錦之肪が共演しだ時代劇巨編。

ト多目

続・悪名
〈シリーズ第 2作) (1 961/ 大映)

・監督:田中徳三

・原作:今東光・依田義賢

・共演:田宮二郎、中村玉緒、例

水谷良重、二世・中村腐治郎

朝吉(勝)が河内のチンヒ.ラから大親分|こなるシリーズ 2 作目。

満州事変の頃の不穏な空気も取り入れた作昂で、雨の中で貞

(田宮)が刺されるシーンを術臓で捉えだ撮影が話題となる。

続・兵隊やくざ
〈シリーズ第 2作) (1 965/ 大映)

・監督:田中徳三

・原作:有馬頼義・脚本:舟橋和郎

・共演:田村高度、小山明子、水谷良重、

須賀不二男、五味龍太郎

大宮(勝) ・有田(田村)のコンビが暴れまくる痛快戦争映

画の続編。前作のラストから続<本作ではさら|こ軍隊の不条

理さが箔かれるが、会回は大宮の優しさも垣間見られる。

悪名
〈シリーズ第 1 作) (1961/ 大映)

・監督:田中徳三

・原作:今東光・脚本:依田義賢

・共演:田宮二郎、中村玉緒、中田康子、~ E'~r 界
..もは

水谷良重、浪花千栄子 .~叫・・・・・べ出

溝口組の技術障が瓶つだシリーズ第 1 作。侠気あふれる朝吉

(勝)とドライだが朝舌を慕うモートルの貞(田宮)のコン

ビガ繰り広げる恋と喧嘩の痛快娯楽作。 浪花千栄子が圧巻。

兵隊やくざ
〈シリーズ第 1 作) (1 965/ 大映)

・監督:増村保造

・原作:有馬頼義・脚本:菊島隆三

.共演:田村高度、滝瑛子、淡路恵子、成

田三樹夫、北城寿太郎

インテソ上等兵・有田(田村)は入隊してきだ元やくざの用

心棒で自由奔放怠二等兵・大宮(勝) Iこ奇妙な友情を感じる。

当たり役となった型破りで豪快な主人公はまさ lこ勝そのもの。
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