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加藤隼戦闘隊

/、ヮイ・マレー沖海戦

土と兵隊

五人の斥候兵

暁の脱走

真空地帯

野火

軍旗はためく下に

黒い雨

原爆の子

連合艦隊司令長官山本五十六

激動の昭和史・軍閥

ハワイ・ミッドウェイ大海空戦太平洋の嵐

人間魚雷回天

9:45/2:20/6:25
11:40/4:25/8:30 (終映 1 0:20)

9:40/2:05/6:20

11:55/4:15/8:30 (終映 1 0:25)

11:05/2:50/6:35

9:45/1:30/5:15/9:00 (終映 10: 10)

9:40/2:00/6:20

11:40/4:00/8:20 (終映 1 0:30)

10:35/2:35/6:35
12:45/4:45/8:40 (終映 1 0:15)

9:50/2:10/6:25
12:15/4:35/8:50 (終映 10:30)

12-:45/5:50

10:15/3:20/8:20 (終映 1 0:35)

9:40/2:25/6:35

11:50/4:35/8:45 (終映 1 0:30)
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個盟理問 Z寄稿霜覇盟関車関・

東京裁判

私は貝になりたい

また逢う固まで

絞死刑

日本の夜と霧

人間の壁

白い巨塔

告訴せず

金環蝕

豚と軍艦

にっぽん昆虫記

復讐するは我にあり

誇り高き挑戦

不毛地帯

日本の熱い日々謀殺下山事件

帝銀事件死刑囚

真昼の暗黒

松川事件

黒い潮

にっぽん泥棒物語

首

証人の椅子

日本列島

海と毒薬

10:30/4:00 (終映 9:05)

(ラスト 1 本割引はございません)

9:45/2:05/6:20

12:00/4:20/8:35 (終映 1 0:25)

9:40/2:00/6:20

12:00/4:20/8:40 (終映 1 0:30)

12:20/5:40

9:35/3:00/8:15 (終映 1 0:45)

1:15/6:00
10:25/3:10/7:5-0 (終映 1 0:25)

9:40/1:55/6:20

11:40/4:05/8:30 (終映 1 0:35)

9:30/1:45/6:00

12:05/4:20/8:30 (終映 10:00)

10:20/2:15/6:10 (終映 9:40)

(ラスト 1 本割引はございません)

9:40/2:10/6:30
12:05/4:30/8:50 (終映 1 0:40)

12:35/5:45
9:40/2:50/8:00 (終映 1 0:40)

9:40/1:55/6:20

11:45/4:10/8:35 (終映 10:30)

10:30/2:35/6:30

12:35/4:35/8:30 (終映 10: 15)

9:40/2:05/6:25

11:50/4:10/8:30 (終映 10: 35)

8/27 28 I 炎のメモリアル 、 J 9:40/1:50/6:05
(土) ・ ( I Shall we Dance? 11:50/4:05/8:15 (終映 1 0:00)

29 9/2I 炎のメモリアル 9:50/2:10/6:30
(月) '"- (金) I Shall we Dance? 12:10/4:30/8:45 (終映 10:30)

9/3 4 I フオー力、ツトン 9:45/1:50/6:00

(土) ・ ⑪ | ザ・インタープリタ- 11:30/3:40/7:50 (終映 1 0:00)

5 '"- 9 I フオーガットン 9:55/2:10/6:25

(月) (金) I ザ・インタープリタ- 11:50/4:05/8:20 (終映 1 0:30)



本列島 (1965/ 日活)
監督・脚本:熊井啓 〈キネ旬3位〉

原作:吉原公一郎

出演:宇野重吉、芦川いづみ、二谷英明

人間の壁(1959/独立プ口/16mm)
監督:山本薩夫 〈キネ旬6位〉

原作:石川達三 脚本:八木保太郎

出演:香川京子、宇野重吉、宇津井健

復讐するは我にあり(1979/松竹)
監督:今村昌平 〈キネ旬 1 位〉

原作:佐木隆三 脚本:馬場当

出演:緒形拳、三国連太郎、倍賞美津子

本の熱い日々謀設下山事件
監督:熊井啓 (1981/仕事)

原作:矢田喜美雄 脚本:菊島隆三

出演:仲代達矢、山本圭、隆大介

の暗黒 (1956/北星・独立プロ)
監督:今井正 〈キネ旬 1 位〉

原作:正木ひろし 脚本:橋本忍

出演:草薙幸二郎、松山照夫、矢野宣

豚と軍艦 (1961/ 日活)
監督:今村昌平 〈キネ旬7位〉

原作・脚本:山内久 出演:長門裕之、

吉村実子、丹波哲郎、三島雅夫

告訴せず (1975/東宝)
監督:堀川弘通 原作:松本清張

脚本:山田信夫 出演:青島幸男、江

波否子、渡辺文雄、西村晃、小沢栄太郎

絞死刑 (1968/大島渚プロ)
監督・脚本:大島渚 〈キネ旬3位〉

脚本:田村孟、佐々木守、深尾道典

出演:佐藤慶、予隆道、渡辺文雄

黒い潮 (1954/ 日活/16mm)
監督・出演:山村聴 くキネ旬4位〉

原作:井上靖 脚本:菊島隆三

出演:東野英治郎、津島恵子、夏川静江

首 (1968/東宝)
監督:森谷司郎 〈キネ旬5位〉

原作:正木ひろし 脚本:橋本忍

出演:小林桂樹、南風洋子、神山繁

本の夜と霧 (1960/松竹)
監督・脚本:大島渚 〈キネ旬 10位〉

脚本:石堂淑朗 出演:渡辺文雄、桑

野みゆき、津川雅彦、小山明子

証人の椅子 (1965/大映)
監督:山本薩夫 〈キネ旬5位〉

原作:開高健 脚本:井手雅人

出演:奈良岡朋子、吉行和子、新田昌玄

海と毒薬 (1986/新日本映画社)
〈ベルリン映画祭銀熊賞、キネ旬 1 位〉

監督・脚本:熊井啓 原作:遠藤周作

出演:奥田瑛二、渡辺謙、田村高度

にっぽん泥棒物語(1965/東映)
監督:山本薩夫 〈キネ旬4位〉

脚本:高岩肇、武田敦

出演:三国連太郎、佐久間良子、北林谷栄

金環蝕 (1975/大映)
監督:山本薩夫 〈キネ旬3位〉

原作:石川達三 脚本:田坂啓

出演:仲代達矢、宇野重吉、高橋悦史

松川事件(1961/独立プ口/16mm)
監督:山本薩夫

脚本:新藤兼人、山形雄策

出演:宇野重吉、下元勉、宇津井健

誇り高き挑戦 (1962/東映)
監督:深作欣二 脚本:佐治乾

出演:鶴田浩二、丹波哲郎、梅宮辰夫、

大空真弓、中原ひとみ、小沢栄太郎

不毛地帯 (1976/東宝)
監督:山本薩夫 〈キネ旬4位〉

原作:山崎豊子 脚本:山田信夫

出演:仲代達矢、丹波哲郎、田宮二郎

帝銀事件死刑囚 (1964/ 日活)
監督・脚本:熊井啓

出演:信欽三、内藤武敏、井上昭文、鈴

木瑞穂、笹森礼子、柳川慶子

にっぽん昆虫記 (1963/ 日活)
〈ベルリン映画祭女優賞、キネ旬 1 位〉

監督・脚本:今村昌平 脚本:長谷部慶治

出演:左幸子、北村和夫、吉村実子

白い巨塔 (1966/大映)
監督:山本薩夫 〈キネ旬 1 位〉

原作:山崎豊子 脚本:橋本忍

出演:田宮二郎、東野英治郎、田村高麗
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坐新

ハワイ・ミツドウェイ大海空戦太平洋の嵐
監督:松林宗恵、 (1960/東宝)

脚本:橋本忍、国弘威雄

出演:三船敏郎、鶴田浩二、夏木陽介

私は貝になりたむ
監督・脚本:橋本忍 (1959/東宝)

出演:フランキー堺、新珠三千代、水野久

美、加東大介、中丸忠雄、笠智衆

連合艦隊司令R日間中.n.，
監督・脚本:丸山誠治 (1968/東宝)

脚本:須崎勝嘱 出演:三船敏郎、松本

幸四郎(八代目)、森雅之、藤田進

黒い雨 (1989/今村プ口)
監督:今村昌平〈キネ旬 1 位〉

原作:井伏鱒二 脚本:石堂淑朗

出演:田中好子、北村和夫、市原悦子

野火 (1959/大映)
監督:市川皇 〈キネ旬2位〉

原作:大岡昇平 脚本:和田夏十

出演:船越英二、ミッキー・力一チス、滝沢修

腕の脱走 (1950/東宝)
監督・脚本:谷口千吉 〈キネ旬3位〉

原作:田村泰次郎 脚本:黒津明

出演:池部良、山口淑子、小沢栄

加藤隼戦闘隊 (1州/東宝)
監督・脚本:山本嘉次郎脚本:山崎謙太

出演:藤田進、大河内伝次郎、黒川弥太郎、

灰田勝彦、志村喬

雲ながるる果てに
監督・脚本:家城巳代治 (1953/独立プロ)

脚本:八木保太郎、直居欽哉

出演:鶴田浩二、木村功、岡田英次

土と兵隊 (1939/ 日活)
〈文部大臣賞、キネ旬3位〉

監督:田坂具隆脚本:笠原良三、陶山鉄

原作:火野葦平出演:小杉勇、井染四郎
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また逢う日まで (1950/東宝)
監督:今井正 〈キネ旬 1 位〉

脚本:水木洋子、八住利雄

出演:岡田英次、久我美子、滝沢修

人間魚雷回天(1955/新東宝/16mm)
監督:松林宗恵 原作:津村敏行

脚本:須崎勝嫡 出演:岡田英次、木

村功、津島恵子、宇津井健

激動の昭和史軍閥 (1970/東宝)
監督:堀川弘通 脚本:笠原良三

出演:小林桂樹、三船敏郎、三橋達也、加

山雄三、山村聴

原爆のす (1952/近代映協)
〈英アカデミー賞国連賞〉

監督・脚本:新藤兼人 製作:吉村公三郎

出演:乙羽信子、滝沢修、東野英治郎

空地帯 (1952/独立プ口)
監督:山本薩夫 〈キネ旬6位〉

原作:野間宏 脚本:山形雄策

出演:木村功、下元勉、神田隆、岡田英次

東京裁判 (1983/講談社/記録映画)
〈ベルリン映画祭国際批評家連盟賞、

監督・脚本:小林正樹 キネ旬4位〉

脚本:小笠原清 ナレーション:佐藤慶

軍旗はためく下に(1972/東宝)
監督・脚本:深作欣二 〈キネ旬2位〉

原作:結城昌治 脚本:新藤兼人、長田紀生

出演:丹波哲郎、左幸子、中村翫右衛門

あ h 同期の桜 (1967/東映)
監督・脚本:中島貞夫 脚本:須崎勝禰

出演:松方弘樹、千葉真一、高倉健、鶴
田 t止ー

五人の斥候兵 (1938/ 日活)
〈ベネチア映画祭文化大臣賞、キネ旬 1 位〉

監督:田坂具隆 原作:高重屋四郎

脚本:荒牧芳郎 出演:小杉勇、井染四郎

ハワイ・マレー沖海戦
〈キネ旬 1 位) (1942/東宝)

監督・脚本:山本嘉次郎脚本:山崎謙太

出演:伊藤薫、英百合子、原節子、藤田進

戦後60年企画第 5 弾


