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4.22r日}ー29[日]

5A[金]ー 11[金l

4.30[月1-5.?[月}

4.26[木!ー 5.3[木]

1957年 (532)/東宝/白黒/66分

.Il:i普..，本:山本.次郎/服fl1:福田三郎/慢影小泉

音葉:渡辺清人 ・幽漬:頃本舗ー、安西~~~子、河内桃子、小

挑健樹‘小結R男.Ift左平安

大平洋狼争末期.上野勧物園前S来るべき媛司書にそ章えて、

猛獣を毒殺することが決定した一一。子供たちの人気者・

象のトンキと、飼育係・蓄さんの交流を中心lこ、戦時下の

動物園で起こった悲しし、出来事を真筆に訴える感動篇。

1957年 (532)/東宝/白黒/57分

・監督箆正典/脚本沢村勉/原作間宮虎彦/掲影小呆

/美術小川一男/音楽馬渡誠一 ・出演小林佳樹、久

保明、八干草葉、岸定子、佐原健二

早くに両親を亡くしたため、親か'わりとなって弟を育てている

サラリーマンの隆太郎。彼には結婚を真剣に考えている恋

人があったが、貧しい家の事情でなかなか踏みきれない 。

兄弟愛を軸に小市民の生活を措いた心あたたまる 篇。

1955年 (530)/日活/白里V58分 ※ 16同n

・監督吉村康/脚本抑沢頭寿/;墨彩巾尾利太郎/美街

中村公彦/首楽清水保技 ・出演神楽坂浮子、清水郎

丹下キヨ子、岡田真澄、ヲランキー堺、小林佳1>1

小鳥屋の 人娘・ハル子は歌が大好き。近くのアパートに

住むキャパレ のハンド部員・信吉に紹介してもらって歌手

になろうと大ハリキリだが…。水の，工滝子の第 四フ'ロデュ

ス作品。神楽坂浮子がヒロインに扮して主題歌も歌う。

チヱミの婦人靴(ハイヒール) 4.22[日 )-29 旧]

1956年 (531)/東宝/白黒/49分

・監筒鈴木英夫/脚本松山善三/原作石坂洋次郎/損害三

山阿波/美川村木与四郎/音楽服部良 ・血演江

刺チ工三、井上大助、江原達崎、宵山京子、中村是好

r僕は靴作り、ハイヒーjレが得意、チエミファンの僕と文通在。」

小さな町の靴屋で修行中の若者と、江利チエミそっくりの

田舎娘が文通を始める。二人はすっかり意気投合するが、

若者It作ったこともなしり吋ヒールをプレゼントすることに 。

憎いもの 4.22同 -25[水]

1957年 (532)/東宝/白黒/61分

・監督丸山誠治/脚本橋本忍/原作右坂洋次郎/措影

西垣λ即/古・楽伊福部昭 ・出演震原釜足、安西部子、小

泉1琴、中田原子、賀原夏子、東野英治郎、千石規子

東京で働く娘からの仕送りを貯め、仕入れのために上京し

た田舎の雑貨商。親子水入らずで楽しし、日々を過ごした最

後の夜、ともに上京してきた男に無理やり連れていかれた

売春宿で出会ったのは一。“ダイヤモンド・シリーズ"の一本。

象

新しい背広

初恋カナリヤ娘

美しきt底抗

1960年 (535)/日活/目黒/59分

園監督森永健次郎/脚本民守 /原作中村八朗/撮影

間宮義珠/音楽八前|秀章園出演北沢彪、高野由美、香月

美奈子、沢阿由美、吉永小百合、梅野泰靖、沢本忠雄

大学で研究一筋の父と、家庭を支えるべく内肢に励む母。

そんな両親を疎ましく思いながらも理解を示している三人の

娘たち。だが、心の奥底に澱んでいた不満が爆発する日が

〈るのだった 。中村八朗原作のホームドラマ。

下町(タウンタウン) 4.30i月]ー 5.?[月 1

1957年 (532) /東宝/目黒/58分

・監督千葉泰111/脚本笠原良三、吉田橋弥/原作林芙美

子 /j君影西垣六郎/音楽伊福部昭 ・出演山田五十鈴

三胎敏郎、田中春男、多々良旬、)j，足時恵子

敗戦から四年、東京の下町。未だ還らぬ夫を待ちつつ、子

供を抱えて行商で暮らしをたてる矢沢りよ。ある日、シベリア

から復員してきた男と知り合い、心を寄せあうようになるのだ

が 。林芙美子の同名小説を映画化したもの。

へそくり従員とワンマン松長ワンマン祉長純情す 4.26[木]-5.3[本1

1956年 (531)/東宝/白黒/46分

.l'ii督小田基義/脚本長谷川公之、新井一/原作北町

ft~/j畳影鈴本妓/音楽若山浩一 ・出演抑京金語楼、三

木のり平、小泉情、北川町子、舟橋元、中田原子

社内恋愛にうるさい渡辺交易で、密かに交際中の若月と三

千代はそれを隠すのにー苦労。ところが、ワンマン社長が主

義を 転、社員同士の恋愛を奨励しはじめた。喜んだのも

束の間、社内では大騒動がもちあがる。

[

l33l
五十年自の浮気

1956 年 (531)/ 宝場映画/白黒 /52 分

・覧督青柳信控/脚本中川順夫/原作詞直志/短影西

恒六回1/美術北 Z君主/音楽河村篤= ・出演柳家金詰楼

宮城ま I) 子、初音礼子、環三干也、夏草矢子、沢村宗之助

平五郎とやすの夫婦は五男六女の子持ちだが、今は楽隠

居の身分。ところが平五郎が、死土産に一度若い女と浮

気したいと口をすべらせたため、怒ったやすは家出してしまう。

やすの気をひこうと平五郎がとった手段は・・・。

好人物の夫婦

1956 年(531)/ 東宝/白黒 /50 分

・監督千葉泰樹/脚本八住利雄/損影山田一夫/美街

中古智/音楽伊福部昭 ・出演池部良、津島恵子、青山京子

石原忠、滝花久子、有島一郎、東郷晴子

『鬼火』に次ぐ東宝の“ダイヤモンド・シリーズ"第二作。葉

山の海岸近 <I こ住む日本画家・池島と妻とし子。祖母の看

病のためとし子が長期間家を空けることになり、池島は若い

女中とふたりっきりに・・ '0

僕は泣いちっち

1960 年 (535)/ 日活/白黒 /46 分

・鐙.:湿地漕/鱒本:西島大/撮影松橋相夫/美術:柳生

ー夫/音擬;範川也夫 ・出演 III 地民夫、中川姿子、南風洋子

温厚宏、守層詰

トラック運転手の兄が酔っ払い運転で事故死する。疑問を

感じた弟・二郎は、友人の流しの歓手・手 IJ 夫とともに、兄の

死の真相に迫る一。 J Iii 由民夫主演の歌謡アクションもの。

守屋}告が主題歌を歌う。

乾杯!見合結婚

1958 年 (533)/ 東京以酉/白黒 /46 分

・監督 z端揮樽梅/脚本:損綱審俸/織作'Ill踊球籾/撮膨:

原m昭/~畠柿・小島崎町/管擁:神海路行 ・出満:笹川 l京子

仲l-ti量失、若山セツ子、岬内英銚子、中谷-lIil.平併二悶

結婚式を明白に使え 1~ 1!l幾子と国彦.恋愛結婚全盛のご

時1!tに珍し〈見合 b、だというので何だか気がひけて仕様が

ない二人位、突如.息らぜった符動に・.香川京干の l;tつ

らつとした舞鶴が光る崎容ユーモア II.

鳩

1952 年 (527)/ 松竹太胎/自民 /44 分 ※ 16mm

・監笹野村芳太郎/脚本中山隆三/損害巴赤全叫圭司/美術

平高主計/音楽木下忠司 ・出演石漬朗、有島一郎、小園

芸子、北陸二、美山悦子、時貝元男

'友人の家から 番の子嶋持ってきた高校生の勇。子鳩
がいつまで、たっても馴れないので、大切な親鳩を借りてきた

のだが 。 rハ卜少年 J として新聞に書かれた実話をもとに

映画化。野村芳太郎監督のデビュー作。

婚約指輪(エンゲージリンク)

1906 年 (531)/ 東宝/白黒 /51 分

圃監曹 :1llt 章旗週/限停・脚本:石胤情太郎/僻本:普.It徳平
揖膨:小原開泊/音量量:宅孝ニ ・出珊.石閉悦文郎、宵山頂子

宝悶悶 .8 l11自製‘'t:1制御邸.村姐噂予

幼友達との結幡をすずめられたブル 5ゐワ息子が.何と t.t<

承知して婚約指摘を貰いにいらところが指錨 Eデパートに

置曹忘れてしまい、それが昔っか Lすで売り子と親しい仲に・.

lI!たして指繍 l:t ft のもとへ?縫い空ッチのラプ・ロマンス..

へそくり鉱員とワンマン祉長へそくり祉員敢闘す

1956 年 (531)/ 東宝/白黒 /53 分

・監督小田基義/脚本長谷川公之、新井一/原作北町

郎/撮影鈴木斌/音楽若山浩← ・出演柳家金諾語、三

本のり平、小泉 1弘北川町子、舟橋元、中田原子

経理課長・吉村の勤めるー底辺交易は東京駅近くのチャチ

なビ Jレの中。ある日“酒が嫌いになる薬"の売込みがやっ

てくる包ワンマン社長の命令で実験台となった酒好きの吉

村は…。東宝十八番のサラリーマン喜劇。

生きている小平次

1957 年 (532)/ 東京/目黒 /61 分

・監督青仰信雄/脚本井手俊郎/原作鈴木泉三郎/撮影

遠藤清/美術北延夫、清水喜代志/音楽佐隠勝・出演

中村扇雀、芥川比呂志、八干草頭、中田原子、清水 郎

原作は鈴木泉三郎の同名戯曲。旅の一座で役者を務める

小平次と曜子方の太九郎。小平次が太九郎の女房・おち

かへの想し暗訴えたととから、怒った太丸郎は小平次を殺し

てしまう。数日後、おちかのもとに死んだはずの小平次が一。

のの 0 (l)Q) ~w@ (ID@ spur ，ザマ叉??

Iへ[



i
おーい中村宕

195日年(533)/大映東京/白黒/44分 ※ 16mm

・監督:原田;白夫/脚本須崎勝弥/撮影宗川信夫/美術

佐磁忠夫/音楽:大久保徳二郎 ・出演川崎敬三、近藤美

恵子、柴田吾郎、船越英二、毛利郁子、市川和子、若原一郎

純情でオクテな独身サラリ マンの中村君が、プレイボーイ

の部下・中村を見習って、通勤電車で出会った美女にアタy

クしようと大奮闘。若原一郎のサラリーマンソングをもとにし

た歌謡コメディ。

-・・~'- ,..・・M・・肉・・凋邑 -.‘晶、-圃ム

_" 岨内冒也、哩E泊四・・・・固

おトラさん

1957年(532)/東京映画/白黒/53分

圃監督小田基義/脚本'有崎勉、新井一/撮影・中山二郎

美術狩野健、島康平/音楽.興村一・出演柳家盆語楼、有

島一郎、水の也清美、川田孝子、柳沢真一、若水ヤ工子

日野江家に二十数年仕え、今では一家の主ともいうべき存

在の女中・おトラさん。今日はこの家の娘の初出動日とあっ

て、おトラさんもソワソワ。心配のあまり会社へ様子をみにい

くのだが・・・。喜劇王・柳家金語楼が大車給の大活躍!

お婦さんの散歩道

19印年(535)/目活/白黒/印分

・監督堀池清/脚本問屋清、浦山桐郎/撮影藤岡粂信

美術柳生夫/音楽.奥村一・出演。笹森礼子、沢本忠雄

松尾嘉代、宮城千賀子、清水将夫、伊藤孝雄

東京郊外の高級住宅地。どこか険悪なムードの里見家に、

明るく元気なお手伝いさん・まり子がやって吉たことから、家

の雰囲気が変わっていくーー。ヒロイン・笹森礼子がキュー

卜な魅力をふりまく明朗青春物騒。

月光仮面

1958年(533)/東映東京/白黒/51分

・監督:小林恒夫/原作脚本:川内政範/撮影ー星島一郎

美術進藤誠吾/音楽・小川寛興・出演大村文武、峰博子

小宮光江、佐々木孝丸、宇佐美淳也、柳谷寛

とてつもない威力の“HOジョ一発規弾"を手に入れんとす

る悪の怪人・どくろ仮面に、正義の昧方・月光仮面が立ち

向かう!川内康範原作・脚本の少年少女向け活劇。当時

のちひ'っ子になったつもりで楽しむべし。....・

あン時やどし司 F降り

1958 年(533)/ 日活/白黒 /53 分

・監督森永鍵次郎/脚本西島大/原作平野和博/撮影.

中尾利太郎/美術.柳生夫/音楽。村山芳男・出演:青

H 山恭二、香月美奈子、山田禅二、春日八郎、須藤孝

日前科者だが今 I: 更正し、安クシーの運転手として働く主人公。

どしゃ降りの夜、乗せた娘と銀密になるのだが、彼女の父親

は刑事、かつて自分に手錠をかけたその人だった・-。春日

八郎の同名曲がモチーフ。

11
チャンチキおけさ

1958 年(533)/ 自活/白黒 /47 分

・監督小杉勇/脚本ー池田一臥小 III英/撮影柿田勇/美術

柳生夫/音楽'小杉太一郎 ・出演。ニ谷英明、沢本忠雄

香月美奈子、三波春夫

佐渡の漁師の三男坊・三郎が、次男を頼ってよ京する。恋

人も置き去りにして、憧れの東京へやってきた三郎だったが、

やがて都会のド口沼に落ちこんでしまい…。三波春夫の歌

が売りものの歌謡映画。

月と織吻

1957年(532)/ 東京映画/白黒 /49分

・監督小田基義/脚本新井一/原作中野実/撮髭:伊東

英男/美術島康平、小野友滋/音楽。輿村一 ・出演三本

のり平、淡路恵子、千葉信男、昔々亭銚太郎、都家かつ江

売れない詩人・月風氏は、大女優の妥にコキ使われる毎日。

ある日、親友の三文文士が家へ転がりこんできたことから、

血 i 妻が激怒。今回ばかりは譲れない月風氏、二人はつかみあ

曹帳~いの夫婦喧嘩に 。原作は中野実の「女優と詩人 Jo

=階の他人
1961 年(536)/松竹大船/白黒 /56分

・監督・脚本:山田洋次/脚本野村芳太郎/原作'多阪川恭

撮影森田俊保/美術:宇野耕司 ・出演.小坂一也、葵京子

平尾昌章、種麗子、関千恵子、須賀不二男、高橋とよ

マイホームを建てたばかりの若夫婦が、借金返済のために

考えだしたのは二階の間貸し。ところが、下宿人たちは次々

とトラブルをひきお乙し、気弱な夫婦は悩まされてばかりの毎

日で…。山田洋次監督のテ 2ビュー作。
殺到

1958年(533)/ 大映京都/白黒 /59分 ※ 16mm

・監督:田中徳三/脚本民門敏峰/原作:香住春吾/撮影

武田干吉郎/音楽:高橋半 ・出演・御若正二、近藤美恵子

大和七海路、橋公子、中国ゲイマ il-、中田ラケット

長崎奉行に復讐を企てる海賊たち。留守宅をあずかる弟と

奥方が怪猫に扮し τ悪をこらしめる 1田中徳三の初監督作

品は、化け猫騒動を盛り込んだコミカ Jレ・スリラー。監督テビ斗

を祝福し、市川雷蔵がカメオ出演。

おトラさんのホームラン 5.24[ 木]-6.1 [量]

1958 年(533)/ 東京映画/白黒 /57 分

・監督小四基義/脚本・新井一、原島正夫、和田勝美/撮影

栗林実/美術.島康平/音楽若山浩一 ・出演.柳家金語綾

川田孝子、有島一郎、水の也清美、柳沢真一、若水ヤエ子

女中のおトラさんか'巻き起こす珍騒動を描いたシリーズ第

二作。空き巣に入られしょげるおトラさんを元気づげてくれた

のは、新聞配達の健気な少年だった。修学旅行に行けな

いこの少年のため、おトラさんはひと肌脱ぐことになり…。

5.24[ 木]-6.1 [童]

化け猫御用だ

一γfall 司|
拡リ.

f十I
ある脅迫

4.22[ 日] -6.9[土]・ 2007

5.20[ 日]- 28[ 月]

.ン|
1960 年(535)/ 日活/目黒 /65 分

圃監督蔵原惟繕/脚本川瀬治/原作多岐川恭/撮膨山

崎善弘/美術千葉一彦/音楽・佐藤勝 ・出演!金子信雄

西村晃、白木マリ、小園蓉子、草薙幸二郎

ヤリ手の銀行マン・滝田は出世街道まっしぐら。一方、同じ

銀行で働く幼なじみは、未だ平社員。ある日、滝田のもとに

ヤクザが現れ…。弱気立男がみごとに仕組んだ恐るべき復

讐劇。金子・西村の演技力が光る、密度の濃いサスペンス。

月光仮面絶海の死斗 5.29[ 虫]-6.2[ 土).4[ 月]、 5[ 火]

一d

f園
町

一

一

盛

1958 年(533)/ 東映東京/白黒 /52 分

・監督:小林恒夫/原作脚本:川内康範/簸影:星島 郎

美術進藤誠吾/音楽・小川寛興 ・出演大村文武、峰博子

小宮光江、佐々木孝丸、宇佐美淳也、柳谷寛

元祖スーパーヒーロー、月光仮面シリース'の第二作。どくろ

仮面は、“ HO ジョ 発爆弾"の発明家・中山博士を誘拐し、

設計図が隠されている孤島の洞窟へ。正義の味方・月光

仮面とどくろ仮面の最後の闘いが始まる一一。•
青春を吹き鳴らせ 5.29[火]-6.5[火]

一世I
1959年(534)/日活/白黒/55分

・監督・舛田利雄/脚本中西隆三/原作総浦健郎/撮影

顧問粂信/音楽.中村八大 ・出演ー和田浩治、岡田真澄、稿

短美穂子、香月美奈子、ベギ一葉山、水原弘

水原弘のヒット‘ノングをおりこんだ歌認77ションo 震で麻

薬中毒にされた名サックス奏者、山七こと山手七郎が復帰

してくる。喜ぷ弟分の風巻だったが、悪玉親分に言い含め

られ、山手の命を狙う乙とに…。

可愛い花 6.2[土]-9[土1

1959年(534)/目活/白黒/49分

・監督井田探/脚本.高橋二三/撮影柿田勇/美術ー西亥

一郎/音楽中村八大 ・出演伊藤工三、伊藤ユミ、岡田真澄

白木マリ、堀恭子、平尾昌章、松下達夫、相馬千恵子

幼い頃離ればなれになった双子の姉妹が再会し、デュエッ卜・

コンヒ、として華々しく世に出ていく一一。ザ・ピーナッツの可

憐なテーュエットにのせて贈る明朗歌謡篇。エミ&ユミが息の

ひ.ったりあった歌声在聞かせてくれる。

女探偵物置女性SOS 6.2[土)-9比1

1958年(533)/東宝/白黒/58分

・監督丸林久信/脚本:若尾徳平/原作中山保江/撮影

山田 夫/美術・浜上兵衛/音楽 e宅孝二 ・出演白川由美

佐原健二、平田昭彦、土屋嘉男、中田原子、峯京子

帝国秘密探偵社に勤務するベテラン女探偵・信江は、宮

豪令嬢・西条みどりの結婚相手を調査するよう依頼きれ・・・。

白川由美扮する美人探偵が、スケベ男の魔の手から女性

を救うべく奮闘する。

愛と希望の街 6.6[水]-9[土]

ド司|
1959年(534)/松竹大船/白黒/62分

・監督脚本・大島渚/撮影:楠田浩之/美術.宇野耕司/音楽:

真鍋理郎・出演渡辺文雄、富永ユキ、干之総子、藤川弘志

伊藤道子、望月優子

ある小都市の駅前で綿を売る貧しい少年。通りかかった令

嬢が同情から購入するが、少年は帰巣本能を利用して、閉

じ鳩を繰り返し売っているのだった一一。オリジナル脚本『鳩

を売る少年』を、自ら映像化した大島i者の第一回監督作品。



~OOG>Q)@0@i)~ spur，守管え!?

5.201日]-28!月]

〉何

1959年(534)/日活/白黒/57分

E監督:野口博志/脚本:沖田晴夫/織影柿田勇/美術・千

葉彦/音楽:山本直純・出演小高雄三、筑渡久子、天草

四郎、南風夕子、芦田伸介、金子信雄、高品格

小高雄二主演の7'1ション・ドラマ。根っからの殺し屋・健

二は、沢村組の顧問弁議士に頼まれて沢村組組長を殺害

した。その夜、彼は何者かに襲われて・。暴力団に利用され

ついには破滅に向かう殺し屋の物語。

1956年(531)/東宝/白黒/46分

・監督千葉泰樹/脚本。菊島隆三/原作吉屋信子/撮影・

山田夫/美術中古智/音楽伊福部昭・出演加東大介

津島恵子、宮口精二、中村伸郎、中国康子、堺左干夫

ガス会社の集金係がある一軒家に催促に訪れる。そこで

出会ったのは、寝たきりの夫を抱えて困窮している美人妻。

欲望を抱いた集金係は弱味につけこんで彼女の肉体を要

求する…。東宝の“ダイヤモンド・シリーズ"第一作。

トップ鹿取材結影のない妖婦 5.16r水J-23!水1

1960年(535)/日活/白黒/53分

・監督:井田探/脚本星川清司/原作島田男/撮影締

田勇/美術西亥一郎/音楽.山本直純・出演水島道太郎

宣言筑波久子、中村万寿子、待回京介、二本棚、高品格

--事件から事件へ絶えまなくべンをふるうトップ屋・黒木三郎。

今度は、暗躍する香港の亮春組織を追いかける!島田一男

原作“トップ屋取材帖"シリーズの第四作。筑波久子の悪

、鍾女ぷりが素敵。

非情な飯膏

未練の波止場 5訓童)-11 !壷1

1958年俗33)/日;舌/白黒/49分

掴監督:松尾昭典/脚本:松原佳成/撮影高村倉太郎/美術・

千葉彦/音楽:真鍋理一郎・出演二谷英明、南寿美子

宍戸錠、菅井郎、松山恵子

キャバレーの支配人・健次は、夫の行方を探す女・秋子と

知りあい恋に落ちる。彼女と一緒になるために、ヤヲザな世

界から足を洗おうとする健次だったが…。松山恵子のヒット

メロディをモチーフにした歌謡映画。

東京のテキサス人 5.8!虫]-15!虫1

1957年 (532)/東京映画/白黒/59分

・監督小田基義/脚本関沢新一/撮影・芦田勇/美術伊

藤寿 ・出演:南道郎、 E·H·工リッヴ、磁村品どり、河上敬

子、三遊亭金馬、木下華戸、柳亭痴楽、吉原功

E'H・工リッヲ扮する西部の男・ウェス空ンテーンが、“飲め

ばたちまち怪力のでる薬"をもって日本へやってくる。ひょん

なことから拳闘界にテービューした彼は、秘薬のおかげで連勝

を続け 。南道郎とE'H・エリックのコンビで贈る爆笑喜劇。

夜'に消えたチャコ 5.8!火]-15!火]

1959年 (534)/自活/白黒/49分

・監督森永健次郎/脚本銀座八郎/原作川内康範/撮影

山崎安郎/音楽。杉原泰蔵・出演青山恭二、筑波久子

丘野美子、紀原耕、フランヴ永井

フランク永井の歌う同名曲を主題歌にした歌謡メロドラマ。

ある霧深い夜、空クシー運転手の節夫は、自殺しようとした

戸女を救った。その女"チャコ"の不幸な生い立ちを知り、同

情を抱いた節夫は、彼女をひきとることにするのだが・・・。

お富さん 5.12!土)-19!土1

1954年 (529)/大映京都/目黒/45分 ※16mm

圃監督天野信/脚本。志摩裕二/線影今井ひろし/美術

中村能久/音楽'白木義信 ・出演・勝新太郎、小町瑠美子

水原洋一、大邦一公、伊達三郎、春日八郎

P死んだはずだよ、お宮さん~、のメロディでおなじみ春日八

郎の同名ヒットゾングを映画化、人情昧たっぷりに描いたも

《の。与三郎にテJビューニ作目で初主演の勝新太郎、お宮

に小町瑠美子。春日八郎自身も板前役で出演している。

ファンキーハットの快男児=千万円の腕 5.12!土]ー 19[土]

1961年(536)/ニュー東映/白黒/52分

B監督:深作肱ニ/脚本.田辺虎男、池田雄 /緑豊巴内田安

夫/美術:進藤誠吾/音楽:三保敬太郎 ・出演千葉真一

中原ひとみ、波島進、加蔵事、花沢徳街、小川守

整形外科のインターンが酒に酔って溺死するという事件か'

発生。一方、プロ野球のスカウトが注目する大物選手・ III

原が謎の失綜を遂げた。天下一郎は調査に乗りだし、 III原

の故郷へ。やがて溺死事件との意外な関係を知る。

5.16!水]-23!水]鬼火

..峨
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狂った脱獄

1959年 (534)/日活/白黒/52分

・監督小杉勇/脚本・太川久男/原作藤田敏夫/撮影!中

尾利太郎/音楽.小杉太郎 ・出演岡田真澄、香月美奈子

木浦佑三、神山勝、柴田新、中村万寿子

妻に暴行した男を勢いで殺害し、入獄したトラック運転手の

岩上。しかし、殺した男のアリバイと妻の不貞を知らされた

彼は、同じ房の男に誘われるまま脱獄する一一。岡田真澄

の逆上ぶりがみごとなー篇。

トップ屡取材給恵腐のためいき

1960年(535)/日活/白黒/50分

・監督:井田探/脚本星川漕司/原作島田一男/撮影柿

田勇/美術'西亥一郎/音楽山本直純 ・出演水島道太郎

葵真木子、筑波久子、中村万寿子、二本柳寛、商品格

水島道太郎演じるトップ屋の活躍を描いた“卜yプ屋取材帖"

シリーズ第三作。ネヲ不足で経済的ピンチに陥っていたトッ

プ屋の黒木だったが、頻々と起こるトラック襲撃事件の背

後に、国際密輸団の存在をっきとめる・。

東京ょいとこ

1957年 (532)/東京映画/白黒/55分

・監督'西村元男/脚本池上金男/撮影伊東英男/美術:

狩野鍵/音楽:字野誠一郎 ・出演・南道郎、 E'H'工リッワ

光丘ひろみ、三井弘次、中村是好、加藤春哉、白f畠真弓

南道ll~とE'H'工リックのコンビで贈るド合パ合喜劇。日本に

やってきた野球選手と国際ギャングが瓜ふたつだったことか

ら巻き起こる大騒動。南道郎があやしげな英語を駆使して

笑わせる。

赤いランプの絡列車
1958年(S33)/自活/白黒/50分

・監督小杉勇/脚本:関沢新 /撮影'中尾利太郎/美術

西亥一郎/音楽:村山芳男 ・出演春日八郎、岡田真澄、白

木マリ、三宿美智也、若原一郎、金田正一

ローカル線の車掌・八郎は、うっとりするような美声の持ち主。

自称・大興行師におだてられ歌手をめざして上京するのだ

が…。春日八郎の芸能生活十周年を記念して、キンクの人

気歌手がズラリ顔をそろえる娯楽歌謡篇。

星は何でも知っている

1958年 (S33)/日活/白黒/48分

置監督:吉村廉/脚本小川英/原作:小野田勇/婦影姫田

真佐久/美術:千葉一彦/音楽河辺公 ・出演ー丘野美子

岡田真澄、平尾昌章、菅井一郎、キドシン、著書真木子

..""回!?ネジャの厳しい慨にうんざりしていた天才少女作
家の菜は、夜の盛り場へ繰りだし、週刊誌の記者・五郎と

出会う 。少女作家と雑誌記者のラブ・ロマンスを描いた

もの。平尾昌章がヒロインの幼なじみとして登場。

ボロ制t交響楽

1956年(531)/東京映画/白黒/44分

・監督西村元男/脚本新井一/原作菊田一夫/撮影栗

林実/美術島康平、狩野健/音楽古関裕而 ・出演宮城

まり子、木村功、藤原釜足、初音礼子、加藤春哉、左卜全

バ~屋の娘・マリ子は、親の仕事を手伝いながらも歌声を忘

れ立い明るい少女。ある日、彼女の住むパ芦屋集落に、悪

事を働いたという男が逃げこんでくる・"虚飾の生活に生き

る男が人の真心にふれ、本然の姿にかえる嫌を描いたもの。

.怪費量有馬御殿

、953年 (528)/大映京都/白黒/49分 ※16mm

・監督荒井良平/脚本木下藤吉/撮彰伊佐山三郎/美術:

上里義三/音楽・高幡半 ・出演入江たか子、阿井三千子

板東好太郎、大美輝子、北見礼子‘備公子、金問j麗子

華やかな大名御殿の大奥に起こった怪奇止物語。有馬候

の側室おこよは、新参のおたきばかりが候の寵愛を受ける

ことに嫉妬し、嫌がらせの末、殺害してしまう。しかしその夜

から御殿では怪異力叫目次ぎ…。入江たか子主演の怪猫ものo

ファンキーハットの快男児

1961年 (S36)/ニュー東映/白黒/53分

・監督深作欣二/脚本田辺虎男、池田雄一/撮影:内田安

夫/美術進蹟誠吾/音楽:三保敬太郎 ・出演:千葉真

中原ひと晶、新井茂子、八代万智子、波島進

国産省局長の令息が誘拐されるという事件を追って、私立

'探偵の息子で遊び人の実下一郎が奔走する 。千葉真

一扮するファンキーな探偵野郎の活躍を、スリルとサスペン

ス、ユーモアを交えて描いた青春痛快活劇。

二九

1957年(S32)/東宝/白黒/随分

E監督脚本ー山本嘉次郎/原作:福田三郎/撮影小泉ー

音楽渡辺諸人 ・出演 :j璽本健一、安西郷子、河内桃子、小

林桂樹、小杉義男、堺左千夫

大平洋戦争末期。上野動物園では来るべき爆撃にそなえて、

も曙猛獣を毒殺することが決定したー。子供たちの人気者・
象のトンキーと、飼育係・善さんの交流を中心に、戦時下の

動物園で起こった悲しい出来事を真筆に訴える感動篇。

憎いもの 4.221日J-25!水]

1957年 (532)/東宝/白黒/61分

冨監督.丸山誠治/脚本橋本忍/原作石坂洋次郎/撮影

西坦六郎/音楽・伊福部昭 ・出演藤原釜足、安西郷子、小

泉樽、中田康子、賀原夏子、東野英治郎、千石規子

東京で働〈娘からの仕送りを貯め、仕入れのために上京し

た田舎の雑貨商。親子水入らずで楽しい日々を過ごした最

後の夜、ともに上京してきた男に無理やり連れていかれた

売春宿で出会ったのは…。“ダイヤモンド・シリーズ"の一本。

初恋カナリヤ娘 4.221日]-291同

1955年間口，)/自活/白黒/58分※16mm

・監督吉村廉/脚本柳沢類寿/織膨中尾利太郎/美術:

中村公彦/音楽清水保雄・出演:梓楽坂浮子、清水郎

丹下キヨ子、岡田真澄、フランキ一明、小林桂樹

小鳥屋の一人娘・ハル子Ii歌が大好き。近くのアパ卜に

住むキャバレーのバンド部員・信吉に紹介してもらって歌手

になろうと大ハリキりだが・・・。水の江滝子の第一回プロテユー

ス作品。神楽坂浮子がヒロインに扮して主題歌も歌う。

チエミの婦人制tcハイヒール) 4.22[日]-291日]

1956年 (531)/東宝/白黒/49分

圃監督鈴木英夫/脚本松山曹三/原作・石坂洋次郎/撮影.

山崎一雄/美術村木与四郎/音楽服部良一 ・出演江

利子工三、井上大助、江原逮恰、育山京子、中村是好

「僕は靴作り、ハイヒールが得意、チエミファンの僕と文通を。」

小さな町の靴屋で修行中の若者と、江利チエミそつくりの

田舎娘が文通を始める。二人はすっかり意気投合するが、

若者は作ったzともなしリ、イヒールをプレゼントすることに，・・。

へそ〈り鍾員とワンマン盆長ワンマン祉長範情す 4.26!本)-5.3!本}

1956年 (S31)/東宝/白黒/46分

・監督小田基義/脚本:長谷川公之、新井一/原作:北町

郎/億影鈴木斌/音楽:若山浩一 ・出演・柳家金語接、三

木のり平、小泉博、北川町子、舟織元、中国康子

社内恋愛にうるさい渡辺交易で、密かに交際中の若月と三

千代はそれを隠すのにー苦労。ところが、ワンマン社長が主

義を一転、社員同士の恋愛を奨励しはじめた。喜んだのも

束の問、社内では大騒動がもちあがる。

美しき鍾抗 4.261木]ー 5.3!木1

1960年 (535)/自活/白黒/59分

・監督森永健次郎/脚本:原源一/原作中村八朗/撮影:

間宮義雄/音楽八洲秀章 副出J貫:北沢彪、高野由美、香月

美奈子、沢阿由美、吉永小百合、樋野泰靖、沢本忠雄

大学で研究一筋の父と、家庭を支えるべく内職に励む母。

そんな両親を疎ましく思いながらも理解を示している三人の

娘たち。だが、心の奥底に澱んでいた不満が爆発する日が

くるのだった一一。中村八朗原作のホームドラマ。

下町(ダウンタウン) 4.301月]ー 5.7!月]

1957年 (532)/東宝/白黒/58分

圃監督千葉泰樹/脚本笠原良三、吉田精弥/原作.林芙美

子/撮影・西垣六郎/音楽。伊禰部昭 園出演山田五十鈴

三船敏郎、田中春男、多々良純、淡路恵子

ー敗戦から四年、東京の下町。来だ遅らぬ夫を待ちつつ、子

供を抱えて行商で暮らしをたてる矢沢りよ。ある日、シベリア

から復員してきた男と知り合い、心を寄せあうようになるのだ

が 。林芙美子の同名小説を映画化したもの。

新しい曾広 4.30!月)-5.7!Il)

1957年 (532)/東宝/白黒/57分

・監督。算正典/脚本.沢村勉/原作図宮虎彦/撮彰ー小泉

/美術小川男/音楽.馬渡鍛 ・出演小林桂樹、久

保明、八千草薦、岸輝子、佐原健二

早くに両親を亡くしたため、親がわりとなって弟を育てている

サラリーマンの隆太郎。彼には結婚を真剣に考えている恋

人があったが、貧しい家の事情でなかなか踏みきれない目目・0

兄弟愛を軸に小市民の生活を描いた心あたたまるー篇。

5.41量]-111金1

l必!|

•

13E|

慢は泣いちっち

1960 年 (S35)/ 日活/白黒 /46 分

・監督堀池清/却本ー西島大/楓影松領期夫/美術ー柳生

一夫/音楽菊 HI; 由夫 ・出演川地民夫、中川姿子、南風洋子

近藤宏、守屋浩

トラッヲ運転手の兄が酔っ払い運転で事故死する。疑問を

感じた弟・二郎は、友人の流しの歌手・利夫とともに、兄の

死の真相に迫る一一。川|地民失主演の歌謡アクションもの。

守屋 i告が主題歌を歌う。

生きている小平次

1957 年 (532)/ 東宝/白黒 /61 分

・監督ー青柳信鑑/脚本・井手俊郎/原作鈴木泉三郎/撮影:

遠藤精/美術北猛夫、清水喜代志/音楽佐麗勝・出演

中村扇雀、芥川比呂志、八千草薦、中国康子、清水一郎

原作は鈴木泉三郎の同名戯曲。旅の一座で役者を務める

小平次と瞬子方の太九郎。小平次が太九郎の女房・おち

かへの想いを訴えたことから、怒った太九郎は小平次を殺し

てしまう。数日後、おちかのもとに死んだはずの小平次が・。

へそ〈り鉱員とワンマン書士長へそくり抵民放圃す

1956 年 (531)/ 東宝/白黒 /53 分

・監督小田基義/脚本長谷川公之、新井 /原作ー北町

郎/撮影鈴木斌/音楽:若山浩一 ・出演柳家金語様、三

木のり平、小泉湾、北川町子、舟構元、中田康子

経理課長・吉村の勤める渡辺交易は東京駅近くのチャチ

なピルの中。ある日“酒が嫌いにt.>る薬"の売込みがやっ

噌てくる。ワンマン社長の命令で実験台となった酒好きの吉

村は 。東宝十八番のサラリーマン喜劇。

五+年自の浮気

1956 年 (531)/ 宝場映画/白黒 /52 分

・監督:青柳信雌/脚本中川間夫/原作:館直志/撮影。西

垣六郎/美術。北猛夫/音楽:河村篤二 ・出演柳家金語楼

宮城まり子、初音礼子、環三千世、夏亜矢子、沢村宗之助

平五郎とやすの夫婦は五男六女の子持ちだが、今は楽隠

居の身分。ところが平五郎が、死土産に一度若い女と浮

気したし、と口をすべらせたため、怒ったやすは家出してしまう。

やすの気をひこうと平五郎がとった手段は・"

鳩

1952 年 (527)/ 松竹大紛/白黒 /44 分 ※ 16mm

E監督野村芳太郎/脚本中山隆三/撮膨赤松隆司/美術

平高主計/音楽.木下忠司 ・出演.石漬朗、有島一郎、小園

蓉子、北龍二、美山悦子、磁員元男

友人の家から 番の子鳩を貰ってきた高校生の勇。子鳩

がいつまでたっても馴れ立いので、大切な親鳩を借りてきた

のだが 。 Iハ卜少年 j として新聞に普かれた実話をもとに

映画化。野村芳太郎監督のデビュー作。

婚約繍繍{エンゲージリング}

1956 年 (531)/ 東宝/白黒 /51 分

4 ・監督松林宗恵/原作脚本石原慎太郎/脚本若尾徳平

撮影小原譲治/音楽宅孝二 園出演!石原慎太郎、青山京子

λ 宝田明、白川由美、中村伸郎、村瀬幸子

幼友達との結婚をすすめられたブルジョワ息子が、何となく

承知して婚約指輪を買いにいく。ところが指輪をデパートに

置き忘れてしまい、それがきっかけで売り子と親しい仲に・"

果たして指輪は誰のもとへ?較しゅッチのラブ・ロマンス篇。

好人物の夫婦

1956 年(531)/ 東宝/白黒 /50 分

・監督千葉泰樹/脚本:八住利峰/撮影.山田一夫/美術:

中古智/音楽.伊福部昭 E出演。池部良、津島恵子、青山京子

石原忠、滝花久子、有島一郎、東郷晴子

『鬼火 l に次ぐ東宝の“タイヤモンド・シリ ズ"第二作。葉

山の海岸近くに住む日本画家・池島と妻とし子。祖母の看

病のためとし子が長期間家を空けることになり、池島は若い

.女中とふたりっきりに・-。

乾杯!見合結婚

1958 年 (533)/ 東京映画/臼黒 /46 分

・監督瑞穂春海/脚本長瀬喜伴/原作 ι摂津茂和/撮影 I

栗林実/美術小島基司/音楽神津善行・出演。香川京子

仲代達矢‘若山セツ子、坪内美詠子、中谷一郎、平幹二朗

結婚式を明日に控えた恵美子と国彦。恋愛結婚全盛のご

時世に珍しく見合いだとし、うので何だか気がひけて仕機が

Jjない二人は、突如、思い曹った行動に 。香川京子のはつ

らつとした美貌が光る青春ユーモア筋。

l上九 I


