
19:20-ｭ

元禄忠臣蔵

後編

16:50--

元禄忠臣蔵

前編

14:30--

上映スケジュール

古都

12:00--

幸福の黄色い

ハンカチ

10:00-ｭ

カルメン

故郷に帰る

11 月 19 日(土)

20 日 (8)

21 日(月)
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世界の映像文化は 100 年を超したばかりです。

この度「松竹 110 周年祭」上映会が行われる中

で私の撮影致しました『天守物語 j が上映され

ますことはこの上ない喜びでございます。

坂東玉三郎さん(歌舞伎俳優)

松竹に 16 年間在籍して、素晴らしい監督さん達

との出会いがあり、沢山の素敵な作品に恵まれま

した。ありがとうございます。

岩下志麻さん(女優)13:10--

有りがたうさん

19:20--

19:50--

18:10-ｭ
笹

17:00--

18:10-ｭ
花筒の歌

15:50--

晩春

(実路字事}

14:40--

12:20--

紀ノ JII

{実情字幕}

10:00--

22 日(火)

23 日(水)

24 日(木)

25 日(金)

26 日(土)

Ii.:狙撃彦

出演:広京湾子.径回.平

DA-127 ・ 12叫均年 I:カラー 111 分

監督:当摩'受
出演:漉自 B. 郎

シュージンレイ、ドン・ジ Z

DA-l お612 剖均年 I:カラ -118 骨

『男はつらいよ J、『蒲田行進曲』、そして『死の練』

など松竹時代の貴重な経験が今の私の財産に

なっています。皆様にもぜひ名作を堪能していた

だきたいと思います。

松坂慶子さん(女優)

木下悪介先生のメガホンの前に六度も立てた幸

せとともに「若きおのれ」という永遠のライバルを

抱える宿命を、私は松竹で得たのです。

加藤剛さん(俳優)

切腹
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明
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嫡

嫡

乾いた花

17:00--

愛染かつら

14:40--

マダムと女房二十四の瞳

(英語字幕)

11:00--

28 日(月)

29 日(火)

27 日(日)
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信子天守物語喜びも悲しみも幾歳月
30 日(水)

12 月 1 日(木}監・・今村・平

出演:緒形司降、小川真由美

倍賞養海子、三・遭玄館

DA ・12制|叩 79 年|カラー 140 骨

監督:野村芳太郎

出演:大竹しのぶ..真利子.和由布子

池上季実子.石垣浩二

DA-l 却111 蝿5t写|カラ寸幻舟

松竹映画の創生者は、大谷竹次郎である。大

衆娯楽に生涯を燃やしたその意欲を、次代の人

は担ってほしい。

三国連太郎さん(俳優)

五十年前、私は松竹の助監督として小津安二郎

や木下恵介の仕事を目撃していた。仲間に大島

渚や山田洋次がいた。黄金の日々で、あった。

篠田正浩さん(映画監督)

19:20--

祇園の姉妹

17:10--

箸

14:40--

お茶漬の味

12:20--

お嬢さん乾杯

10:00-ｭ

野菊の如き

君なりき

2日(金)

3日(土)

4日(日)

19:20--17:20--14:40--12:50--10:00--5日(月)

松竹様へ

110 回目のお誕生日おめで、とーございますっ!

これからもずっと、お健やかに、お元気に夢を育み

続けて下さいませ 0

宮沢りえさん(女優)

時代劇、文芸大作からなんと『釣りバカ日誌』ま

で出演し、『大霊界』も作り上げた。松竹映画は

私の歴史だね。

丹波哲郎さん(俳優)

青春残酷物語隣の八重ちゃん挽歌
今日もまた

かくでありなん
利休

6日(火)

7日(水)

雲
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度

監・:大島渚

出演:ビートたけし.訟回・平

武田真治、浅野忠信.領土二郎

DA- 沼田 11 民同年 I:カラ -150 分

監・:漂作政ニ
出演・佐薗清市.高岡阜jC

g野目慶子.連覇恒彦.~・川.彦

DA 斗初 311 田'It草 l カラー 104 骨

忠

臣

蔵

外

伝

四

谷

怪

践

A

V時

代
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藍.:寺村・平

出潰:.谷しげる.篠井かおり

田中裕子‘草刈iE...形穆

DA-128511 蝿1草|カラー'引分

監督:野村芳太郎

幽潰:岩下志廊.鑓麗剛

カチンコ片手の助監督時代を含めると、もう半世

紀以上、ぼくは松竹で映画を作り続けて来た。

自分の人生をふり返るような思いで、この上映会

に通いたいと思う。

山田洋次さん(映画監督)

大船撮影所は父が母と出会った場所であるとし￥う

こともあり、俳優という以前に松竹には強い思い

入れがあります。これからも作品の質にこだわっ

た良作を世に出してほしいと思います。

中井貴ーさん(俳優)

19:20--

暖流

17:00--

集金旅行

14:40--

蒲田行進曲

11:00--

君の名は(総集編)

8日(木)

10 日(土)

9日(金)

藍.:五社莫鍾

出演:仲代達矢.岩下志摩

長門裕之

DA-12231 叩78 年 I:カラー惜 3分

OPENHOUSE お釘カ判官柑
監督:行定煎 幽潰.維名実短.川聞大次郎、商果歩

18:30--15:30--13:30--10:30--
12 日(月)

香華

11 日(白)
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伊豆の踊子下町の太陽砂の器
13 日(火)
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川 蒲田行進曲

~函撞-

DA ・沼崎 11 慎同年|カラー 1回分
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I切 腹』は私の代表作だ、とも思っている作品で、す。

今は亡き小林監督や武満さんとの仕事も、とても

思い出深いものでした。

仲代達矢さん(俳優)

19:20--17:30--14:40--12:25--10:00--14 日(水)

吸血田・船出 27 カラー附
監笹:訟野宏脱 出演:鑑聞きっこ.章子信組.高村晃

監・:~軍作政ニ

出演:極相 E慶子、風聞社乗

車因調

DA-114911 輔12.': カラー 108 分

監・>II作Itニ

出演:極極慶子.真田広之

加賀まりこ、山崎努

DA-13 蝿 11982 年|カラ -121 分

15 臼(木)

(五十音順)花篇の歌

松竹という映画スタジオに、多大なる感謝と賞賛を。松竹は、

多くの優れた才能を生み出してきました。松竹作品を並べ

てみると、日本映画そのもの、そして日本の生活そのもの

が見えてくるのです。

リチヤード・ベニヤさん

(ニューヨーク映画祭プロク‘ラム・ディレクター)

新旧の名作を一挙に見ることができる貴重な機会

ですね。映画と演劇の融合、シネマ歌舞伎『野

田版鼠小僧 j もあわせて皆様にお楽しみいただ

きたいと思 \t\ ます。

中村勘三郎さん(歌舞伎俳優)

※各国完全入替市 l

※一部作品ではフィルム状態により、画像・音声が必ずしも良好でない場合がございます。

また、事故等により、上映フォーマット等が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

前売鑑賞券好評発売中!{税込)}鼎 14税同滋長恕 Z33JZTZZ 認さ行附
劇場窓口にて前売券をお買い上げの方に、松竹映画の名作特製ポストカードをプレゼント!
1 回券:特製ポストカード 1枚 5園券:特製ポストカードセット (3 枚組) (限定数につきお早めに!)

・シネマ敵舞伎「野図版鼠小僧 jのみ、特期比映のため特"胴金となります。 前売券 1.800 円均一(当日 2.α 氾円均一)特製ポストカード 1枚プレゼント!(限定数)

東京物語

(笑語字幕)

たそがれ清兵衛わが愛秋津温泉
16 日(金)

宇宙大怪獣ギララ?主 J21 カラー酬
監督・二本銀事竃 出潰・和.信也.康国糸子

創渇 E幻想魔伝最遊配 221Zf カラー描骨
量管.伊遣易量

声町出演‘聞俊彦(重 E糞三麗).健志鎗ー朗(膏情空)
平田広明{沙悟浄).石田修{積八或)

昆虫大職争開 21 カラー割分
監督.二本総書珊 出演.白井膏介、川湾舗介シ

ュ
l

ト

!

防、ロ

d 名画

~.〆 l.3 害
す
る
夕
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蹟女

ざ

か

り

竃.:合 2・..
出演・原田知世.lI・寓館

菅野鍵..中井貴-

DA-116711 回8.' カラー 1随分 映画の歴史とともに歩んできた最も古い映画会社の一つ、

松竹の 110 周年を祝福したいと思います。

ディーター・コスリックさん

(ベルリン国際映画祭ディレクター)

-特別イベント開催予定! 11 月初日{日)岩下志麻さん{女優)舞台挨拶(予定} ※詳細は近日決定

・松竹映画の名作予舗を柑上映前に棚上映!盟主務部関費総計どの作品の予鵠が上映されるかは

監・大事一樹

出演:中居正広.木村拓織.稲担吾郎..且行.車殉剛.香 be 膏
水野鍵紀、小高恵美、吉尾谷寝入

DA ・116511 蝿4t 写 I:カラー 104 骨

監・:.本・治
出演:.山富..畳川償問

佐麗;宮市

DA ・廿 7011 甑帽隼|カラー 123 骨

監雷:大事事宣彦

出演:吉~小百合‘海州寝彦

三・遷玄'

DA ・11 柑 11 抽4.': カラー n・骨

私にとって松竹という映画会社は、演じる事を学

ぶ学校でした。そして今回沢山の方達がご覧に

なるのですね。すばらしい事だと思います。

倍賞千恵子さん(女優)

www.shochiku.co.jp/1 唱 Olfilmsl

唱唱月唱 9日(土)-唱 2月旬 6日(盆)

[ 銀座911;;~ …りシネスイッチ銀座問問.

第6回東京フィルメックス

コラポレーション企画

霊祭!!

前売はチケットぴあにて

11/3 より発売!

詳細は公式ザイ卜をご覧下さい。

<www.filmex.net>
(お問い合わせ)東京フィルメックス事務局

Tel:03 ・3560 ・6394

http://www.shochiku.co.jp

有楽町朝日ホール(有楽町マリオン 11 階)

東京国立近代美術館フィルムセンター大ホール

東京国際フォーラム・ホール C ※ 11 パ 9 のみ

シネカノン有楽町(ピックカメラ 8 F)

販売元:松竹株式会社ビデオ$察室喝'干 104 ・8422 東京都中央区築地 4-1 ・ 1 TEL.03(5550)1611

世界にふれる映画祭

~~@宇ネヲ Q札渉。ヲ気
lf'0[;3\?~ {?oι \rt1 G~ ~~沿句

唱唱/唱 9( 土)"-'唱唱 127( 日}



110年の歴史は日本映画の歴史。 “日本の美"を知るための珠玉の41本。ぜひご堪能下さい。
この秋、 11 月 22 日に松竹は創業 110 周年を迎えます。 1895 年の創業以来、初のトーキー作品『マダ この度、創業 110周年を記念して、数々の松竹作品の中から、選りすぐりの41本を上映します。テーマは、

ムと女房j、日本初のカラー作品『カルメン故郷に帰るj、そして今年公開した舞台空間を映画館に再 「日本の美Jo I風景J I暮らしJI女優J Iはつ恋JIきものJI伝統JI銀座J I武満徹の音楽J をキーワードに、

現する<シネマ歌舞伎>第一弾『野田版鼠小僧j など、平成の現代に至るまで、常に新しいことに挑 今は失われてしまった風景、美しい女優たち、懐かしい暮らしなど、映画の中に描かれる日本人が本

戦し続け、数々の良質な名作を生み出してきました。日本で映画が誕生したのも 1895 年と言われており、 来持っていた繊細で奥深い「日本の美J を再発見して下さい。DLP上映、ニュープリント作品、英語字

松竹の歴史は日本映画の歴史とともにありました。 幕版などを含む、「もう一度スクリーンで見ておきたい」珠玉の名作ばかりを選んだ豪華ラインナップで、す。

この 110 年に渡る文化貢献に対し、今年のニューヨーク映画祭で、松竹作品 45 本が一挙上映される他、 ぜひご堪能下さい。

ベルリン、香港などの国際映画祭でも貢献賞の授与や記念上映が行われました。

のぶこ

{ニュープリント) 1940響・白黒・鈎分

出演高峰三枝子、三浦光子、岡村文子

森川まさみ、高松栄子

監督:清水宏

獅子文六原作の“女性版・坊ちゃん"と

もいえる作品。九州の田舎から、東京の

封建的な女学校に赴任してきた体操教

師・信子が、物怖じしない明るさで、莫

の教育とは何かを問いかけ学校を変えて

いく。当時生まれた“あんみつ.が登場

する.

ざんぎくものがたり

{英璽宝蔓飯) 1939年・白星斗￡誼

出演花柳章太郎、森赫子、河原崎権十郎

梅村蓉子、高田浩吉

監督:溝口健二

「祇園の姉妹J と並び、初期の溝口監督

を代表する作品。明治初期の歌舞伎界を

舞台に、未熟な御曹司が、彼を愛する子

守の女性に献身的に支えられて、旅回り

の修行を経て一人前に成長していく幽芸

道もの"の傑作。

せいしゅんざんこくものがたり
1部O年・カラー・関分

出演:桑野みゆき、川津祐介、久我美子

渡辺文雄、佐藤慶

監督大島渚

松竹ヌーベル・ヴァーグの旗手として注

目された大島渚監督のデビュー2作目.

衝で出会った青年と少女。肉体的な関係

を持った二人は、美人局で金を稼ぐよう

三一1 になる.欲望に突き動かされるままに行

弓割動し、残酷な結末へと追い詰められてい

圃・く若者の姿を鮮烈に描く.

かまたこうしんきょく

1982隼・カラー ·1凶分

出演・風間杜夫、松坂慶子、平田満

清川虹子、蟹江敬三

監督.深作欣二

っかこうへいの原作を深作欣こが演出

し、この年の映画賞を独占したヒット作。

花形スター・銀四郎は、自分の子を妊娠

した小夏を大部屋俳優のヤスと結婚させ

てしまう。銀四郎に心酔するヤスは、「新

撰組」に出演する銀四郎のために鴎階段

落ち"のスタン卜を貰って出る.

あきつおんせん
196注・カラー-.1W1

出演:岡田莱利子、長門裕之、日高澄子

殿山泰司、宇野重吉

監音量:吉田喜重

岡由来初子が企画を手掛けた吉田喜重

監督の代表作。岡山県の山奥にある温

泉に結核治療のために訪れた青年と、旅

館の線との問に生まれた恋.その後も

度々男は旅館を訪ねるが、年を追う毎に

俗悪な中年男に変貌していき、女も旅館

経営に行き詰まり心中を図る.

組制野田版鼠小僧(嫡繍OLPぷ艇のす温
出演:中村勘三郎、中村福助、中村矯之助

坂東弥十郎、中村勘太郎、中村七之助

中村獅童、中村扇雀、坂東三津五郎

作・演出野田秀樹

十八代目中村勘三郎襲名記念シネマ歌舞伎

第一弾作品。現代演劇の第一人者・野田秀樹作・

演出で 2003 年に大ヒッ卜した歌舞伎座の舞

台公演を HD 高性能カメラで爆影、映画の手法

を駆使した音響により、まるで歌舞伎座にいる

ような舞台の臨場感をそのままに映像化。

ほんか
1957年・白黒・ 127分

出演:久我美子、斎藤達雄、高崎教生

森雅之

監督.五所平之助

当時の大ベストセラー小説の映画化。関

節炎を患って以来左手が不自由な怜子

は、妻子ある建築技師の桂木と出会う。

ど乙か屈折していた怜子は、徐々に桂木

に惹かれていくのだが・1 北海道・割II路

の広大な風景を舞台に播かれる切ないラ

ブ・ロマンス。

たそがれせいベい
2∞2隼・カラー・ 129分

出演:真因広之、宮沢りえ、丹波哲郎

岸恵子、小林稔侍、田中波

監督山田洋次

山田洋次監督初の時代劇作品で、藤沢

周平作品の初映画化。幕末の庄内地方・

海坂藩で“たそがれ清兵衛"とあだ名さ

れる下級武士に、剣の腕を買われて上意

討ちの藩命が下る.日本人独自の慎まし

さや心の美しさが箔かれ、アカデミー賞

外国語映画貨にノミネー卜された。

とうきょうものがたり

盛箪呈車車I- 1953年・白黒・ 136:

出演.笠智衆、原節子、東山千栄子

杉村春子、山村聴

監督小津安二郎

名匠・小津安二郎監督の代表作ともいえ

る傑作。尾道から上京した老夫婦に、成

人した子供たちはそれぞれの生活があり

相手ができない.唯一親切に面倒を見た

のは、戦死した次男の未亡人・紀子だった。

戦後日本の家族関係をテーマに描いた永

遠の名作。

あいぜんかつら

重型隼ー直昼ー盟盆
田中絹代、上原謙、佐分利信

高杉早菌、河村繋吉

監督.野村浩将

“花も嵐も踏み越えての主題歌「旅の

夜風J と共に大ヒットした戦前メロドラマ

の代表作。子持ちの未亡人看護婦と青年

医師が恋に落ち、身分の違いなど様々な

困難を乗り越えて結ぼれるまでを描く.前

後編・続編・完結編をまとめた総集編。
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せっぷ〈

1鵠2年・白黒・ 135分

出演.仲代達矢、三国達太郎、岩下志麻

丹波哲郎、石浜朗

監督.小林正樹

カンヌ映画祭で審査員特別貨を受賞した

小林正樹監督の傑作時代劇。彦棋藩邸

に、ある男が貧困のため切腹したいので

玄関を貸してほしいと申し出る。かつて、

彦根藩の非情な処置のため、娘婿を無残

に殺された男の復讐が始まる。

てんしゅものがたり

1995年・カラー ·105分

出演坂東玉三郎、宍戸開、宮沢りえ

島国正吾、南美江

監督坂東玉三郎

板東玉三郎の得意演巨を映画化した監督

第 3 作。白鷺減と呼ばれる城の天守に魔

物と暮らしている富姫。鷹を追って迷い込

んできた侍・図書之介に好意を抱いた富

妓は、彼を下界に戻したくなくなる-。泉

鏡花の幻想的な世界を美しく見事に映像

化した作品。

しあわせのきいるいはんかち

...lm主4ラ三斗旦丘
高倉健、倍賞千恵子、武田鉄矢

桃井かおり、渥美清

監督:山田洋次

「もし待っていてくれるなら、家の前に黄

色いハンカチを下げておいてくれ」という

言葉を棄に残した刑務所帰りの男.出所

後に妻の元に帰る男と、彼を応援するカッ

プルのロード・ムービー。夕張の炭鉱町

をはじめ北海道の風景が美しい名作。

となりのやえち宇ん

{ニュープリント) 1934是正・自暴・ 77

出演:逢初夢子、大日方傷、岡国嘉子

水島亮太郎、飯田蝶子

監督・島津保次郎

松竹蒲国時代に黄金期を迎えた“小市民

映画"の代表的存在・島津保次郎監督

の代表作。郊外住宅地で隣同士に住む八

重子と恵太郎、精二兄弟はとても仲がい

い.だが、出戻ってきた八重子の姉・京

子が恵太郎に気があることを知り、八重

子は気が気ではなくなる・ e ・ 0

だんりゅう

S斧・白黒・ Wft

コ出演.佐分利信、高峰三枝子

徳大寺伸、水戸光子

監督:吉村公三郎

劇作家岸田園士の長編小説を脚色した

.ラブ・ロマンスの傑作。腐敗した病院の建

て直しを巡って院内で展開される権力争

いを背景に、院長令媛、医師、看護婦ら

の絡み合う愛憎を鮮烈に描く。乙の後、

二度リメイクが作られている。
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はなかごのうた

ニュープリント) 1937 年・白黒・§~

出演:田中絹代、佐野周二、徳大寺伸

河村繋吉、高峰秀子

監督:五所平之助

銀座の裏通りにある一軒のとんかっ屋。

とんかつより有名な店の看板娘が、ある

学生に恋をしてしまう。五所監督は松竹

の看板監督だったが、この作品の婦影中

に結核で倒れ、 3 年の間病生活を送るこ

とになった。有馬稲子主演の「抱かれた

花嫁」はこのリメイク.

かわいたはな

1964 年・白黒・鋪分

出演:池部良、加賀まりこ、藤木孝

原知佐子、三上真一郎

監管・篠田正浩

石原慎太郎の原作を篠田正浩のニヒリズ

ム溢れる演出で映画化 03 年ぶりで出所

した村木は、賭場で出会った冴子という

女性に惹かれるが、冴子は死神のような

男につきまとわれていた。公開時に反社

会的と判断され成人指定を受けたが、大

ヒットした問題作。

りきゅう

1錦9年・カラー・ 135 分

'出演.三園連太郎、山崎努、三田佳子

松本幸四郎、中村吉右衛門

監督勅使河原宏

安土桃山時代。激しい権力闘争の中、ひ

たすら茶道を追求して自分を貫いた男・

千利休。芸術美を纏めた利休と、彼に羨

望と嫉妬を覚える権力者・秀吉という対

照的な二人の確執を描く。監督は、華道

の草月流家元でもある勅使河原宏で、劇

中の生花も手掛けている。

いずのおどりと

1933 年・白黒・ 95分・サイレント

出演 田中絹代、大日方傍、小林十九二

若水絹子

監督五所平之助

何作もある川端康成の同名文学作品の初

映画化。当時、小津安二郎と並び松竹を

代表する五所平之助監督の叙情的で美し

い作品。伊豆を旅する学生-水原は旅芸

人の一行と出会い、踊り子の薫に惹かれ

ていく。二人の間には淡い恋が芽生える

が、やがて別れの時が訪れる.

ありがとうさん

(二 Zープリント) 1936 年・白黒・ 78分

出演上原謙、桑野通子、築地まゆみ

二葉か lまる

監督清水宏

“ありがとうさん"のニックネームで呼ばれ

る南伊豆のパスの青年運転手は、道を往

く人々 にも、そして牛や犬などの動物にま

で、すれ違うときに「ありがとう J と声を

かける.乗客とのほのぼのとした交流を

清々 しく描く、清水宏の珠玉の一編。

ばんしゅん

{笑値重尊厳】 1949 隼・白黒・ 108 分

出演:笠智衆、原節子、月丘夢路

杉村春子、三宅邦子

監笹:小津安二郎

父と娘など家族を題材とした日常を淡々 と

措く後期の小津スタイルが確立された作

品.北鎌倉に住む大学教授は、婚期を逃

しかけている娘を心配しているが、生良は父

を一人にはしたくないとためらう。原節子

が小津作品に初めて出演した作品。

今日也またかくでありなんきょ訟をな ZP 官会
出演:高橋貞二、久我美子、中村勘三郎

中村勘九郎、図村高度、三国連太郎

監督.木下恵介

高度成長時代を目前に、サラリーマン社

会の悲哀を風刺した作品。湘南の近くに

家を建てた平凡なサラリーマンが、借金

返済のために会社の部長に家を貸す乙と

にする。自分は同僚のアパートに転がり

込み、妻と子供は軽井沢の実家に帰るが、

そこにヤクザが登場し

ぎおんのきょうだい

19:お年・自思二担分

出演:山田五十鈴、梅村蓉子

志賀廼野家弁慶、進藤英太郎

監督溝口健二

溝口健二監督の芸術的な代表作。京都の

芸者の姉妹を主人公に、人情に厚い姉と

打算的な妹という対照的な女の生き方を

描く。どちらも最後は男にもてあそばれ

捨てられるという厳しい女の現実を、山

田五十鈴、梅村蓉子が見事に演じた見ご

たえある傑作。

(が司

きのかわ

記/ JII(前編・後績><嫡鴇版) 1鰯年・カラー・ 17 扮
出演:司葉子、岩下志麻、有川由紀

田村高贋、丹波哲郎

監督;中村登

紀ノ川とともに生きた明治・大正・昭和

の三代に渡る女の年代記を描く。美しく

聡明な女性・紀本花は、紀州の旧家に嫁

ぐ。娘の文緒は、旧弊な家風に従う母に

反発するが、自身も妓を育てるうちに成

熟し常識を身につけていく.中村登監督

の最高傑作となった。

おち宇づけのあじ

1952 年・白黒・ 115 分

出演:佐分利信、木暮実千代、鶴田浩二

笠智衆、淡島千景

監督'小津安二郎

地方出身で商社勤めの夫と社長の友人の

娘だった妻。そんな中年にさしかかった

夫婦の物語。都会的な妻は野暮ったい夫

に嫌気がさしているが、夫の出張をきっ

かけに夫の良さを見直す。二人は夜中に

お茶漬けを食べながら、人生はお茶漬け

のようだと実感する。

げんろくちゅうしんぐら・ぜんパん
(HO リマス書ー飢主上映)1 941 年・自息・ 112

出演:河原崎長十郎、中村翫右衛門

河日京崎国太郎、小杉勇、市川右太衛門

監督溝口健二

忠臣蔵を題材にした戯曲の中で最高傑作

とされる真山青果の原作を溝口健二が映

画化。厳格な時代考証を重ね、松の廊下

を原寸大で再現したことはあまりにも有

名.今年のヴエネチア映画祭で大喝采を

浴びた HD リマスター DLP 版での上映。

したまちのたいよう

1963 年・白黒・ 86 分

出演:倍賞千恵子、勝呂昔官、早川|保

待田京介、石川進

監督.山田洋次

下町の工場で働く町子は、ささやかなが

らも明るく暮らしていた。恋人の道男は

出世欲が強く、町子は彼の考え方に疑問

万を抱くようになる。そんな時、一見口は
悪いが実はひたむきに働く青年・良介と

出会う。下町に生きる真雪量な若者の姿を

措く感動作。

カ肋Jルレメルン棚に晴帰る 例佃刷凹叩リマ wスM夕伺4叫印」 JF
λ 出演高峰秀子、佐野周二、笠智衆

氏〆 A. ' 小林トシ子
~ ~ ・b号、 監督・木下恵介

\~会~ '/ｭ
東京でストリツパーをしているカルメン

は、友人の朱実とともに北軽井沢に皇帰

りをする。自称‘芸術家'のカルメンは、

この村でストリップの公演を開催しようと

する。日本初のカラー作品という記念す

べき映画だが、気負わない明るさが魅力

的な作品.

まだむとにようぼう

1931 隼・白黒・ 57 分

出演:渡辺篤、田中絹代、伊達里子

監督.五所平之助

日本初のトーキー作品。若く可愛い女房

と共に、郊外の住宅地に引っ越してきた

劇作家が、隣家の騒音とマダムの美貌に

悩まされながら、何とか新作を書き上げ

る。ジャズ、目覚まし、猫の鳴き声など

にぎやかな音が満載の喜劇。

きみのなは

1953-54 年・白黒・ 185 分

岸恵子、佐田啓二、川喜多雄二

淡島千景、北原三枝

監督:大庭秀雄

“すれ違い悲恋ドラマ"の代表的作品.

東京空襲の夜に数寄屋橋で出会った若い

男女。二人は名前も告げず、半年後に同

じ場所で再会することを約束して別れ

る.しかし、二人は様々な障害のためな

かなか会うことができない。三部作とし

て作られた映画の総集編。

とうげ
:u泌 4年・向黒ム 20 .1ゑ

出演:岡田莱荊子、乙羽信子、田中絹代

杉村春子、加藤剛

監督木下恵介

有吉佐和子のベストセラー小説の映画

化。 60 年以上にも渡る母娘二代の波乱

に満ちた人生を描く超大作。 20 歳で後

家になった郁代は娘の朋子を連れて再婚

するが、うまくいかず家出する。朋子は

売られて芸者として生きていく。木下監

督の女性映画の真骨頂。

戸~伝 τAε 星越面‘色 r
阻圃 E盈‘置画邑邑齢齢壁篭:噛-

-圃-.:よ、 U庁. ‘冒冒"'1.，'-- ‘司.，司

.圃.且 圃.圃.圃.、 v厄v訓‘ u司司圃圃

.圃圃圃圃.. ..圃圃圃圃-.‘ J司.， _1且且 -置

~咽 E福副量副 f~H

げんろくちゅうしんぐら・乙うへん
仔冊リマスターOLP.上県)1942年・白黒・ 107 分

出演河原崎長十郎、中村翫右衛門

河原崎国太郎、小杉勇、市川右太衛門

監督ー溝口健二

前編に続き、本懐を遂げた四十七士の白

書までを描く。原作に忠実に、討ち入り

の場面を描かずに表現している。溝口監

督は長田しを多用することで、物語の緊

迫感を演出している。セットの建築を新

藤兼人が担当した。

よるとびもか怒しみもいくとしっき

喜びも悲しみも鍵歳月間リマスターDLP劇団7年・力ラー・四分
出演高峰秀子、佐田啓二、中村賀津雄

桂木洋子、田村高魔

監督:木下恵介

全国 15カ所を巡る日本縦断ロケを敢行し

た燈台守の夫婦の 25 年間に渡る年代記。

当時の世情を色濃く反映させながらも感

動的な夫婦の物語に仕上がっている。そ

の主題歌は大ヒットし、いまだに歌い継

がれている。

輔の知き君なりき{叩MMLP25i窓括的写
出演有国紀子、田中晋二、笠智衆

リ 小林トシ子、杉村春子

監督:木下恵介

伊藤左千夫の青春小説「野菊の墓j の

映画化初作品。信州の旧家に生まれ育っ

た少年・政夫と、年上のいとこ 民子と

の淡く切なく悲しい恋の物語。木下監督

の詩情溢れる婦影手法が、涙なくしては

見られない感動を呼び起こす。

おじようさんかんばい

1949年・白黒 -89分

出演原節子、佐野周二、青山杉作

東山千栄子、佐田啓二

監督・木下恵介

木下監督初の本格喜劇。自動車修理業で

成功した圭三に、元華族の令嬢・泰子と

の縁談が持ち上がる。最初は身分違いと

取り合わない圭三だが、泰子を一目見た

途端、恋に落ちてしまう。二人は交際を

始めるが、成金と没落差華族の暮らしはす

べてがちぐはぐで大騒動になる。

にじゅうしのひとみ

{笑福字事版) 1954年・白黒・ 156分

出演:高峰秀子、月丘夢路、小林トシ子

井川邦子、田村高廃

監督木下恵介

美しい小豆島を舞台に錨かれる木下作品

の傑作。小豆島の分教場に赴任した大石

先生と 12 人の子供たちとの心の交流を描

く感動作。教え子たちとの師弟愛や美し

い風景が、貧しさや戦争によってもたらさ

れる悲劇と対照的に映し出されていく。

わがあい
1部O年・カラー・ 97分

出演有馬稲子、佐分利信、丹阿弥谷津子

団代久美子、高橋とよ

監督・五所平之助

井上錆の小説「通夜の客J を映画化。敗戦

から 4年経ったある秋の夜、新聞記者・

新津の通夜に見知らぬ美しい女性が現れ

る。きょと名乗る乙の女性は、 17歳の頃か

ら新津を思い続けていた。「愛とは何かJ

を問うメロドラマの名作。

砂の器(問ルリマスト川ム復珊1例年.ぷりお
出演丹波哲郎、森田健作、加藤剛

島田陽子

監督野村芳太郎

松本清張の原作を、野村芳太郎監督、橋本

忍脚本のコンビで映画化した社会派サスペ

ンスの最高傑作。迷宮入りと思われた事件

ーを追う 2 人の刑事が見た、天才音楽家が栄

光の陰に背負う悲しい宿命とはり1リウッド

の最新鋭技術を日本で初めて導入し、色鮮

やかに蘇ったデジタルリマスター版。

こと
19広弾二カ:;._.ー05~

出演・岩下志麻、吉田輝雄、早川保

長門絡之、中村芳子

監督:中村登

川端康成の同名小説の映画化。方や裕福

な京都の呉服屋の娘、方や山村の貧しい

娘として育てられた双子の姉妹。二人は

成人して再会し、一人の男性を巡って愛

の波紋が広がっていく。二役を岩下志麻

が好演した叙情的な恋愛映画。

合圃』圃

作品選定アドバイザ一 川本三郎氏(評論家)

配給:松竹株式会社宣伝で松竹側映画宣伝室/ maison
，、-


