
16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*

16ミリ*たに*

6:00

7:00

33tc はー二 J1t '4: まれ

25 グヲマ烏の説惑

40 イチかパチカ

3:45

4:45

36Hit.の手

17 あした米る;.

11 娘はかく抗議する

22 幕末太陽伝

8 天使も夢を見る

32 特急にっぽん

39 喜劇とんかっ一代 (4:55)

13 fJJJ11 は月給 H (3:55 同

シンポジウム (3:15)

9 適齢三人娘*

19 風船*

2， 3， 7 笑ふ宝船他短篇 3本*

10 とんかっ大将 (4:55) *
18 銀座二十四帖*

9i単荷台三人娘*

22 排水太陽伝 (4:15)

23 女であること

33 女は二度生まれる

37 箱根山

39~芸劇とんかっ一代

31~渦の 1'11.ぷの来日分衆 (3:55)

27 人も歩けば

29 夜の流れ

27 人も歩けば

36 青べか物語

17 あした来る人

26 貸間あり

36 内ベか物 Eilt

1:30

2:30

38 しとやかな!被

261lrm あり

31 縞の背広の親分衆

28 接吻泥棒

23 女であること

30 赤坂の姉妹夜の肌

24 暖簾

18 銀 l~~ 二十四 IP~i *
1 還って来た I刀*

5 追跡者*

15 東京マダムと大阪夫人*

10 とんかっ大将*

18 銀座二十四帖*

1 還って来た男*

10 とんかっ大将*

20[対淡 l 洲崎パラダイス亦 fll ~j.

21 わが fir

28 接吻泥搾

33 女は二度生まれる

惨 1918 (大正 7) 年 2 月 4 日，青森県下北郡田名部町生まれ.中学時代から映画に夢中になり，明治大学文学部に進学し

てからは映研に所属.炉 38 年に卒業し，この年初めて助監督の公募を行った松竹に入社.織田作之助の小説「治定 J r木

の都」を映画化した f還って来た男 J (44) で監督デビュー.戦地から帰還した軍医を主人公にした喜劇調の物語で，戦時

中らしからぬ軽妙なタッチで松竹に新風を吹き込む.戦後日本の混乱ぶりを菰刺した fシミキンのオオ!市民諸君 J (48)

が注目され，鶴田浩二主演の恋愛喜劇 f天使も夢を見る J (5 1)では「新大船調の復活」と評される.惨 54 年松竹を去り，

製作再開した日活に移籍.諏刺喜劇『愛のお荷物 j (55) で持ち味を楚揮し， rあした来る人 J (55) , r風船J (56) , rわが町j

(56)などの文芸映画で並々ならぬ演出力を見せ，男女の腐れ縁的な関係を乾いたユーモアと叙情で摘いた秀作『洲崎

パラダイス 赤信号 J (56) を経て，古典搭語に材を採った傑作喜劇『幕末太陽伝 J (57) を発表.惨この作品を最後に東

傘下の東京映画に移籍し， r グラマ島の誘惑 J(59);r 貸間あり J (59) , r縞の背広の親分衆J (61)などの佳作・快作を次々

に手掛ける.その合間を縫って大映で撮った『女は二度生まれる J (6 1), r しとやかな獣J (62) , r雁の寺J (62) の 3 作は，

「日本経悦派」を自称した川島の作家としての多面性がよく現れた秀作揃い.惨 63 年 6 月 11 日，肺性心により急逝.

月14日圃→5月刊自画 [28日間]
11:15

12:15

22.f.~末太陽伝

39 存期!とんかっ・代

14 学生社長

8 天使も夢を見る

21 わが町

26tl 問あり

25 グラマ島の誘惑

2， 3， 7 笑ふ~ it 船他版協 3本*

19 風船*

4 深夜の市長*

12 こんな手よじゃなかったに*

6 夢を召しませ*

13 明日は月給口*

2， 3， 7 笑ふ宝船他短篇 3本*

15!A !Ji( マダムと大阪犬人*

16 愛のお何物

14·"t 生社長

34 花影

32 特急にっぽん

17 あした来る F

29 伐.の流れ

28 後i吻泌持

20 洲II均パラダイス亦伝り

16 愛のお荷物

11 娘はかく抗議する

14 学生社長

24 暖簾

38 しとやかな獣

l 島雄三

土日祝上映時間

平田上映時匝

4.14 生1

4.15 圃

4.16 圃

4.1 7 図

4.18 困

4.1 9 圏

4.20 圃

4.21lｱJ

4.22 国

4.23 圏

4.24 図

4.25 圏

4.26 圃

4.27 圃

4.28 国

4.29 瞳

4.30 亙

5.1 図

5.2 圏

5.3 坦!

5.4 唾

5.5 直

5.6 闘

5.7 圃

5.8 図

5.9 圏

5.10 圃

5.11[劃

険引き続き 5月 12 日厨 "'6 月3自陣〉間「東映黄金時代劇 沢島忠の世界」を開催します。フリーパス、前売券・回数券は引き続き使用できます。

.古い作品が多数を占めるため、プリント状態の不良、上映中のフィルムトラブル、やむを得ない事情による作品や上映時間の変更などの可能性が予想されますが、何卒ご容赦くたさい

・プリント状態につきましては、プリントの傷、コマ飛ぴ、プリントの歪みによるアウトフォーカス、音声不良、カラー作品の健色、初期作品におけるタイトル等の脱落がありますことを予めお詫びいたします。

砂イベント(予定やむを得ない事情により、取り止め、変更の可能性もございます何卒ご了承ください)

4月22 日圃[シンポジウムく川島雄三の仕事 >J
出席者:西河克己(監督)、高村倉太郎(撮影)、岡崎宏三(撮影)、橋本文雄(録音)、司会山根
※[シンポジウム]は有料ですが.引き続き『東京マタムと大阪夫人 J を御覧になれます。

4月29 日圃[対談]三橋達也 聞き手篠崎畠
※[対談]は f洲崎パラダイス赤信号 j 上映後に行います。

・[シンポジウム] [対談]のイベント開催日は、当日 1 回目の開場時より整理券をお配りします。イベント回は監理番号順のご入場となります。

晴元券発売中!

問中フリーバス[限定晶] 25 ，000 円
1 園券 1 ，200 円/5 園券 5，000 円/10 回券 9，000 円

.フリーパスは劇場のみで取り扱います(記名・顔写真必須 3cmX4cm) 詳細はお電話にてお問い合せください。

砂当日料金 一般.・学生 1 ，400 円/小中高・シニア 1 ，000 円/当日 5園券 6，000 円/当日 10 回券 10 ，000 円

砂協力:日活、東宝、松竹、大映 惨特別協力:カワシマクラブ



-・岨圃圃

女は二度生まれる
19611大映東京 99分カラーシ

ネスコ/脚本井出俊郎、川島雄三/撮影.

村井博音楽:池野成/出演:若尾文子、

藤巻潤、フランキー堺、山新窃宅、叫す聡

山岡久乃、江波否子

.芸無し芸者・小えんを女にし

た男たち、そして今度は人間と

して生まれ変わらせた男・1大

映での初演出となった本作は、

若尾文子にキネマ旬報とブルー

リボンの主演女優賞をもたらした。

出.. ..

夜の流れ
1960 東宝 .111 分カラーシネスコ

監督.成瀬巳喜男、川島雄三脚本:井出

俊郎、松山善三/撮影安本淳、飯村巴音楽

斎藤一郎 II 出演:司葉子、山田五十鈴、宝

田明、三橋達也、草笛光子、三益愛子、蔚橋

・予算とスケジュールを守り、女

を描かせたら天下一品という共通

点を持つ大先輩との共同監督によ

る女性映画。成瀬は「司・三橋・山田 J

部分を、川島は「宝田・草笛 J 部分を

演出した。

3
箱根山
1962 東宝.105分白黒シネスコ

脚本:井出俊郎、川島雄三'撮影.西垣六

郎音楽:池野成 出演:加山雄三、星由

里子、東山千栄子、佐野周二、藤原釜足、

東野英治郎

.150年に渡るいがみ合いを続け

る老舗の旅館にも新世代の若者た

ちがいる。車社会の到来で開発ラ

ッシュの箱根を舞台にした青春ド

ラマ。よく練れた脚本と加山の嫌

味のない優等生ぶり、キュートな星。

lliJ一一1市町一
・・・・圃・圃園田・

女であること 暖簾 グラマ烏の誘惑
1958 東京映画 100分/白黒/ス 1958 宝塚映画 123分白黒シネ 1959 東京映画 106分白黒シ

タンダード/脚本:田中澄江、井出俊郎、 スコ'脚本:j\住利雄、川島雄三ノ撮影:岡 ネスコ脚本:)11島雄三撮影:岡崎宏

川島雄三/撮影・飯村正'音楽:黛敏部 崎宏三/音楽・真鍋理一郎/世演森繁久弥、 三音楽・黛敏部 出演・森繁久弥、フ

II出演.森雅之、原節子、久我美子、香 山田五十鈴、乙羽信子、中村庸治郎、浪花 ランキー堺、三橋達也、浪花千栄子、

川京子、三橋達也、石浜朗 千栄子、山茶花究 八千草薫、桂小金治、岸田今日子

・文芸作品に定評のあった川 l島 ・大阪の昆布問屋を舞台に描かれ .太平津戦争のさなか、爆沈し

の移籍第一作は、川端康成が る浪花商人の年代記。森繁との本 た輸送船に乗っていた「ゃんと

原作。死刑囚の娘を預かる弁護 格的な初顔合わせで、森繁は父と となき」方々と従軍慰安婦たち

上とその妻のもとに家出娘が現 息子を見事に演じ分ける。川島の が孤島に流れ着く。飯沢匡の語

れる。丸山(現・美輪)明宏がタイ 中でも最もオーソドックスな名品。 刺戯曲が原作で、川島初のカヨ

トル・パックで歌う。 山崎豊子の処女小説の映画化。 ー映画。まさに怪作。

吋

回数
雁の寺 i 青べか物語
1962 大映京都 98分白黒パートカ 1962 東京映画 101 分カラー

ラーシネスコ脚本:舟橋和部、川島雄 シネスコ脚本:新藤兼人撮影:岡崎

三撮影:村井博音楽:池野成 出演:若 宏三音楽・池野成 出演:森繁久弥、

尾文子、三島雅夫、高見国一、中村庸治郎、 東野英治郎、左幸子、乙羽信子、フラン

木村功、山茶花究、西村晃 キー堺、桂小金治、山茶花究

.京都の寺を雁の襖絵で飾った日 ・都会での日常に倦んだ文士先

本画家の死後、妾の里子はその寺 生が、浦安(劇中は浦粕)の漁師町

の住職に因われる。破戒僧との情 をぶらりと訪れる。人間味溢れる

交の日々を送るうち、里子は少年 住民たちに先生は生き返る思い

僧に同情し・・・。水上勉の原作を得 が・1得意の群像劇が、叙情と結

て実力を遺憾なく発揮した傑作。 びついた秀作。原作山本周五郎。

77
しとやかな獣(けだもの)
1962.大映東京 96 分カラーシ

ネスコ脚本・新藤兼人撮影:宗川信

夫/音楽池野成 II 出演・若尾文子、伊

藤雄之助、山岡久乃、小沢昭一、船越

英二、山茶花究、浜田ゅう子

.新雌北人のオリジナルによる

ブラックコメディ。モラルをな

くした人間向上の金をめぐる編

し合いが、元軍人一家の部屋の

中だけで展開する。脚本と演出

双方の名人芸が昨裂する名作。

4函4二.....目E~l .=.-.長凋 i 魁;

赤坂の姉妹夜の肌 縞の背広の親分衆特急にっぽん
19601 東京映画 1103 分/力ラー/シ 19611 東京映画 91 分力ラーシ 1961 東宝 85 分白黒/シネスコ/

ネスコ/脚本八住利雄、柳沢類寿、川島 ネスコ/脚本:柳沢類寿/撮影:岡崎宏 脚本笠原良三撮影:遠藤精一/音楽:真

雄三/揖影・安本淳/音楽:真鍋理一郎 三音楽:松井八郎 出演.森繁久弥、 鍋理一郎 出演:フランキー堺、団令子、

/γ 出演淡島千景、新珠三千代、 )1 旧知子、 フランキー堺、淡島千景、団令子、桂小 中島そのみ、小沢栄太郎、太万川寛、臼 )11

フランキー堺、伊藤雄之助、三橋達也 金治、渥美清 由美

4・赤坂を舞台に、高級パーを営む 4・新喜劇シリーズとして企画さ ・特急乙だまの食堂車のコックと

三姉妹のそれぞれの生き方を描く。 れたが予定の伴淳三郎が参加で ウエイトレスの恋を軸に、乗客た

人間存在そのものに視点を白き、 きず、急速脚本を呂きながら撮影 ちの人間模様を描く。せまい車内

犬仰なテーマを持ちこまないためカ入 するというスタイルで即興的に を動き廻るフランキーの勇姿。活

風俗作家とくくられた川島が確信 作られた。やくざ映画のパロデ 写される当時の車両や駅など鉄道

犯的に時代風俗を描いたもの。 ィといえる秀作コメディ。 内部の様子も興味ぷかい。

闘m品
--H--EI ，ノ

化影(かえい)

19611 東京映画 199 分/カラーシ

ネスコ/脚本:菊島隆三撮影:岡崎宏

三音楽:池野成/出演.池内淳子、佐

野周二、池部良、三橋達也、高島忠夫、

淡島千景

4砂川島のホームグラウンド銀座

を舞台に、バーのマダムと彼女

を取り巻く男たちをめぐる、大

岡昇平原作の文芸メロドラマ。

池内淳子は長いブランクの後の

復帰作。

鳴臥 \LJ e :Jzzd{宮市越正n-e- i凡i
21?主回甑通園監 理窟薗F搭覆簿|貸間あり 人も歩けば 接吻泥棒
5.10本・・~・・. ム金ヨ哩・I/~ .眠 II 1959 東京映画1112分/白黒シネ 1960 東京映画 99分白黒シネ 1960 東~. 83分力ラーシネス
- 4:45圃圃回同国置 品錦園町_Ll':-.Iスコ脚本:)11島雄三、藤本義一撮影:岡スコ脚本:川島雄三撮影:岡崎宏三コ脚本松山善三撮影中井朝一

あした来る人 目町四時篤;訳語錯iZ 議暫JZし官京芸悲喜君主珠塑君主雫主
1955 日活.115分/目黒/スタンダード/脚本:菊島隆三/撮影.高村小沢昭一、渡辺篤、益田キ一トン 路恵子、加東大介 谷一郎

倉太郎音楽:黛敏郎 出演.月E夢路、新珠三千代、三橋達由、山村聡、 4砂川島作品屈指の狽雑さを誇る、 4・銀座の小さな質屋を舞台に、 4・新進ボクサーが、自動車事故

三国連太郎、小沢昭一 井伏鱒二原作の傑作群像喜劇。通主人との将棋が取り持つ緑で入で気を失った令嬢に口移しで水

・冷え切った夫婦生活をおくる男女を軸に描かれる、井上靖 天閣を見おろす高台の邸宅を改装 り婿するドラマーをめぐる、梅 を飲ませたととろを「フォーカスJ

原作による恋愛群像劇。当時の上流階級の生活ぶりが極めて したアパートの超個性的な面々の 崎春生原作のナンセンス・コメ される。スヒーディーな展開の

モダンに描かれ、乙の一作だけでも川島の演出家としての凄 行状が、古道具屋の妻のため息「ア ディ。あれよあれよという快調 青春ラブコメディ。原作石原の

みが首肯できょう。二人の主演女優が美を競う。 ァ~ン」をアクセントに綴られる。 なテンポが心地よい。 慎太郎が本人役で登場する。

4.22 日
-11:15
4.24 火
-4:45
4.25 水
-7:00

風船
1956 日活〆 110 分/白黒 A スタン

ダード/脚本 )11 島雄三、今村昌平措 F

高村倉太郎'音楽:縞敏郎 出演:

雅之、三橋達也、芦Jl Iいづみ、北原三弘、

新珠三千代、左幸子、二本柳寛

・風船のように空虚に漂う生活

を続ける若者たちと、確かな生活

を希求する森雅之演じる主人公

を対比した作品。川島は例によっ

て多くの登場人物を停滞なく

まき、見る者をあきさせない。

4.21 土
- 1:30
4.26 コド
-2:30
4.27 金

- 4:45

銀座二十四帖
19551 日活 1117 分目黒スタン

ダード/脚本:柳沢類寿/撮影横山実

/音楽:仁木他喜雄 出演:月 E夢路、

三橋達也、北原三枝、浅 Eルリ子、大阪

志郎、河津清三郎

.少女時代の肖像画を描いた画

家を捜す美貌の夫人。画廊、パ一、

ナイトクラブなど、ふんだんに

取り入れた銀座界隈の風俗がも

う一つの主役。森繁久弥がナレ

ーターとして川島作品初登場。

喧事理事;|臨
盟およぶ拘略出臨匝l-. __¥
とんかっ大将 娘はかく抗議する
1952 松竹大船 95 分白黒/スタ 19521 松竹京都 186 分/白黒/スタ

ンダード脚本 :)11 島雄三撮影:西川 ンダード/脚本:沢村勉/撮影:竹野治

亨/音楽:木下忠司 出演:佐野周二、 夫音楽;木下忠司 II 出演:紙京子、井

津島恵子、角梨枝子、三井弘次、高橋 川邦子、大木実、桂木洋子、高橋貞二、

貞二、徳大寺伸 草笛光子

・長屋の住民とトンカ Yを愛し、 ・ある都市の新制高校を舞台に

無償の診療を続ける医師荒木は、 若者たちの生態を描く群像劇。

隣接する診療所の拡張工事を知 当時流行していた「性典」もの。

り反対運動を指揮する。戦争を この作品から今村昌平が助監督

生きた青春群像に戦後の世相を につく。 IJ嚇正樹のデビュー作『息

絡め、松竹時代を代表するー筒。 子の青春』が併映作だった。

学生社長
沼遭哩C::I 1953 松竹大船 193 分/白黒/スタ
'II 盛零量 l ンダード脚本:柳沢類寿撮影:西川
し翠tP匙議題 亨 a音楽:木下忠司/出演:鶴田浩二、

川喜多雄二、日守新一、角梨枝吾、小

明日は月給日 目~林トシ子、桂小金治
1952 松竹大船 90 分白鳥スタンダード脚本柳沢類寿撮影困 II亨/音楽・ ・乙の当時、大船の新スターと
木下忠司/出演:日守新一、英百合子、井 )11 邦子、高橋貞二、紙京子、幾野道子 して女性人気ナンバーワンだっ

・八人の子どもがいるまじめな経理課長が、給料遅配に敢然と立 た鶴田浩二の主演作。アルバイト

ち向かうサラリーマン喜劇。自動紙幣計算機のアップから始まり、 会社を設立した 3人の大学生の

テープレコーダーが小道具として活躍するなど、川島一流の発明 恋と友情。正月映画として公開

機械への偏愛もおもしろい。 れヒットした。

臨長
適齢三人娘
19511 松竹大船 184 分/白黒スタ
ン夕、ード/脚本:中山隆三撮影:西川

亨/音楽:木下忠司 出演:津島恵子、

幾野道子、小林トシ子、若原雅夫、吉川

満子、大阪志郎

.姉との婚約を破談した男の部

屋に押し掛けた妹が見知らぬ雑

誌記者に出逢う。若い娘たちの

恋愛が快調に描かれる。『天使も

夢を見る』の好評から第一線の

監督として活躍を始めた頃倒惜弘

謝樋 4司，.. -:;,

こんな私じゃなかったに
1952 松竹大船188分/白黒/スタ

ンダード脚本:池田忠雄、柳沢知為、

野村芳太郎撮影:西川亨音楽:木下

忠司 出演:水原真知子， )11喜多雄二、

宮城千賀子、山村聡、神楽坂はん子

.神楽坂はん子のヒット曲の映

画化。応用化学の大学院生が家

族を助けるため芸者に出る。筋

立ては都邑のメロドラマであるれ

天文学研究室のくだりに来ると

急にスラップスティク調になる。

理I :...t\~_
使も夢を見る

1951 松竹大船 184 分/白黒/スタ

ンダード/脚本.伏見晃/撮影西 )'1 亨

音楽:木下忠司/出演鶴田浩二、佐田

啓二、津島恵子、幾野道子、河村繋吉

4・当時、高橋貞二と共に松竹の新・

三羽鵜として人気を集めたこ大

スターの共演作。ノンプロ野球

の世界を舞台に描く恋のさや当て。

本作を起点に川島はプログラム・

ピクチャーの担い手として

輪の活躍を始めた。

盛?田園園喝踊薗臨 立臨
深夜の市長 追跡者 夢を召しませ 女優と名探偵[短筒]
19471 松竹大船 173 分/白黒/スタ 19481 松竹大船 164 分白黒スタ 1950 松竹大船 72 分白黒スタ 19501 松竹大船 131 分/目黒/スタ
ンダード/脚本:陶山鉄/撮影・長岡博 ンダード/脚本中山隆三撮影:長岡 ンダード脚本・長瀬喜伴撮影.長岡 ンダード/脚本-中山隆三/撮影:長岡

之音楽:浅井挙睡 II 出演安部徹、月 博之ノ音楽木下忠司 出演:佐野周二、 博之、坂本担出 v音楽.万城目 L 出演: 博之/音楽.万城目正/出演:日守新一、

形竜之介、山内明、空あけみ、村田知 徳大寺伸、山本礼三郎、幾野道子、 秋月恵美子、芦原千津子、曙ゆり、津島 西僚鮎子、河村袈吉、坂本武、他松

栄子、三津田健 殿山泰司 恵子、殿山泰司 竹スター

.銀行強盗の罪を着せられ処刑 ・出獄してきたチンピラが再び ・レビューに憧れ上京した少女 ・『シミキンのスポ -y 王.H夢を

された兄の無実を、復員した弟 悪の道に誘われ、銀行を襲う。監 がスターになるという、菊田一 召しませ』で会社からにらまれ、

がはらすミステリー活劇。戦後 督管局試験といった形の作品で、 夫原作によるパックステージも ホサれていた川島に廻ってきた

最初の本格的な監督作品だが、 定石を守る折り目正しい仕上が ののミュージカル。興行的に失 撮影所の紹介を兼ねた短篇。女ス

世評芳しからず助監督に戻され りを見せている。この直後『シミ 敗し、川島自身も日本のミュージ リを追って撮影所に入り込んだ

たという、し、わくつきの作品。 キンのオオ!市民諸君』が:作裂。 カル映画の限界を感じたという。 探偵が巻き起こすドタパタ喜劇。

女上映作品の内、 1 ， 2 ， 3 ，4， 5 ， 6 ， 7 ，9 ， 10 ， 12 ， 13 ， 18 の計 12 作品のプリントは各社の協力によりファンクラブ・「カワシマクラブ]が彼らの会費等で作成したもの。すべて 16 ミリだが、(法律によって廃棄しなければならない‘可燃性フィルムを使用していた 1950 年代
+川 ~IT\ 骨ノ mィJJ--uhZL 』ー l時折志磁審すス陣「笹田 m聞係判広三 I) マヌ々 ー・~:;判旦友夫れずー_.れか ';1R31) ネガ春作法 11.16 ミリト映周ポジ‘フィルムを作成すると、単 lこ35 ミリネガから 35 ミリニュープリントを作成する費用の 3倍を要する。


