
12:30/15:45/19:00
10:35/13:50/17:05/20:20(終映 22:00)

12:00/15:30/19:00
10:20/13:50/17:20/20:50(終映 22:15)

還って来た男

人も歩けば

とんかっ大将

特急にっぽん

12c 月)

13c 火)

11:25/15:10/18:55
9:30/13:15/17:00/20:45(終映 22:3

12:10/15:35/19:00
10:30/13:55/17:20/20:45(終映 22:10)

21c 水)

映22:20)

10:30/14:35/18:40
12:20/16:25/20:30(終映 22:30)

11:30/15:15/19:00
9:55/13:40/17:25/21:10( 終映 22:30)

11:35/15:20/19:00
9:45/13:35/17:15/20:55(終映 22:30)

映22:30)

映22:30)

11:45/15:25/19:05
9:50/13:30/17:10/20:50( 終映 22:

10:30/14:35/18:40
12:40/16:45/20:50(

10:30/14:30/18:30
12:35/16:35/20:35(

11:30/15:15/19:00
9:45/13:30/17:15/21:00(

東京マダムと大阪夫人

グラマ島の誘惑

明日は月給日

接吻泥棒

お嬢さん社長

暖簾

愛のお荷物

洲崎パラダイス赤信号

女は二度生まれる

しとやかな獣

銀座二十四帖

女であること

花影

『赤坂の姉妹』より夜の肌

百べか物語

縞の背広の親分衆

喜劇 とんかっ一代

イチかバチか

18fD

19c 月)

20c 火)

17c 土)

14c 水)

15c 木)

16c 金)

22c 木)

川島雄三(かわしま・ゅうぞう)
1918 年(大正 7年)2 月4日、青森県むつ市田名部町生まれ。 38 年、松竹に入社。『還って来た男 j (44 年)で監督デピぶ強調眠払かつ大将 j (52 年)、『東京マ

ダムと大阪夫人 j (53 年)なと eプロク。ラム・ピクチュア路線に収まらない作風が評価されるが、『昨日と明日の問 J(54 年〉楢療後に松竹を去り、製作再開した

活に移籍。制リ喜劇『愛のお荷物 j (55 年)で持ち味を発揮し、『洲崎パラダイス赤信号 j (56 年)や古典落語に材縛朕た代表作『幕末太陽削 (57 年)右

どを監督。その後、東宝傘下の東京映画で、『女であること j (58 年) rグラマ島の誘惑 J (59 年)、『縞の背広の親分家 J (61 年)、大映で f女は二度生まれる j

(61 年)、『しとやかな獣』、『雁の寺 j (62 年)など、「日本軽仇派 Jを自称した川島の多面性が現れた作品群を手掛ける。 63 年6月 11 日、急逝。

映ワ

泉画イ h
グ本 J5
ラ会出

ど、吉版

ZZ25
健ア周
巳年

| 生誕~'I'J年 l
『伊福部昭語る 周
一伊福部昭音楽映画回顧録一』

伊福部昭・述 小林淳・編

A5版上製400頁 2，750円(税別)

『監督川島雄三松竹時代J

J;広三点税別)ぬ
2014年5月刊行 、---'

自作映画音楽について

伊福部昭が自ら語る・..

4/1C火)--

6/1C日)
[営業時間] lO:OO~2∞o

[金曜日のみ] lO:OO~21:∞

昨
日
消
え
た
男

小
・
糞
・
シ
ナ
リ
才
繍

E

『昨日消えた男 @あ
小園英雄シナリオ集rrj

小園英雄・著和田誠・装丁

A5判上製 432頁 3，800円(税別)

〈内容〉シナリオ計7作品と筒井康

隆、石上三登志、菊島隆三、山田宏

一、山根貞男、小林信彦、黒漂明、山

田洋次の寄稿

〈内容〉・松竹作品全解説・「泥馬クラブJ完

全収録・処女作『還って来た男J のシナリオ

織田作之助・原作/脚本「四つの都J完全

収録・手紙・エッセイ・などなど

川島雄三監督作

品のニュープリント

作成及び上映活

動を長年続けてき

た「カワシマクラ

ブJの川島雄三へ

のオマージ‘ュ本"

今回は

「没後50年・

松竹時代特集J

(ワイズ出版)

「 ご入場料金lR本立て-
.一般1，300円/学生1，200円
.友の会eシニア1，050円

.ラストl本
一般・学生 850円/友の会・シニア 800円

.プリントによっては映像や音声の状態が悪い場合があります

.上映開始30分以降のご入場はご遠慮ください

(ワイズ出版)

事E 言坐
豊島区東池袋1 ・43-5 マルハン池袋ビル3F

池袋東口徒歩3分 TEL:03-3971 ・ 9422

http://www.shin-bungeiza.com



没後 50 年

~i由!監

作品解説:若井信二

出版記念上映会

[1944/松竹/16mmJ I ふ iじ pみはF

白黒・スタンダード・67分 ノ、Uて".‘ )fd-

[原・脚]織田作之助[撮]斎藤毅[音]大濠寿

人[美]小島基司[出]佐野周二、田中絹代、笠

智衆、吉川満子、小堀誠、日守新一、三浦光

子、文谷千代子、坂本武、山路義人

戦地から帰還した気のいい軍医を主人公にした

川島のテYュー作。戦時中ながらこの明るpユー

モア!織田に脚本も依頼するなど意気投合した

川島は共に日本軽銚派を標勝、のちの作風にも

大きな影響を与えた出会L 、となった。
。1960 TOHOcO. ,ltd
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[1960/東宝]

白黒・シネスコ・99分

[原]梅崎春生[脚]川島雄三[撮]岡崎宏三

[音]真鍋理一郎[美]小島基司[出]フランキー

堺、小林千登勢、淡路恵子、加東大介、桂小金

治、藤木悠、横山道代、沢村員子、森川信

質屋に婿入りした桂馬だが、嫁は出戻り娘、口う

るさい義母には僻易。そこに莫大な遺産が転がり

込んで……。 11本の川島作品に出演したフラン

キーは「自分が持っているものを残らずヲ|っぱり

出された感じJ と語っている。

。1952 松竹

[1952/松竹/16mmJ 周先左き)- _)~.o)

白黒・スタンダード・95分 下.. j亘五町』'ノ '(6- rレ

[原]富田常雄[脚]川島雄三[撮]西川亨[音] 一一一一ー-

木下忠司[美]逆井清一郎[出]佐野周二、津

島恵子、角梨枝子、高橋貞二、幾野道子、坂本

武、三井弘次、徳大寺伸、美山悦子、小園蓉子 It

金持ちの息子ながら長屋に住み、無償で治療

するとんかっ好きの青年医師と市井の人々との

交流が綴られる人情喜劇。長屋を去っていくラ

スト(最後に渡すとんかつ!)には感涙必至。艶歌

師・吟月に扮した三井の演技が際立つ。
。1961 TOHOcO. ,ltd

[1961/東宝]

白黒・シネスコ・85分

[原]獅子文六[脚]笠原良三[撮]遠藤精一

[音]真鍋理一郎[美]小111一男[出]フランキー

堺、団令子、中島そのみ、白川由美、小沢栄太

郎、滝田裕介、太万川寛、沢村貞子、森川信

原作「七時間半」。特急はとよりも東京~大阪

聞が1時間短くなった特急こだまが舞台。食

のコックとウエイトレスの恋をメインに、奇妙な

乗客たちによる賑やかな群像劇。新幹線以前

の駅や列車風景は鉄道ファンにも必見だ!

[1959/東宝]

カラー・シネスコ・106分
東京マダムと大阪夫人 [1953/松竹/16mmJ

白黒・スタンダード・97分

[原]藤沢桓夫[脚]富田義朗[撮]高村倉太郎

[音]木下忠司[美]逆井清一郎[出]三橋達

也、月丘夢路、大坂志郎、水原真知子、芦JIIい

づみ、高橋貞二、北原三枝、坂本武、多々良純

東京郊外あひるヶ丘、隣同士の社宅に住む大

阪育ちの西川夫人と東京出身の伊東夫人の

見栄の張り合いを快調なテンポで見せる。家電

がステータスになり始めた世相も興味深い。本作

がテYューの芦}l Ipづみの可憐さは特筆もの!

グラマ島の誘惑

ｩ1959TOHOcO. ,ltd

[原]飯沢匡[脚]川島雄三[撮]岡崎宏三[音]

黛敏郎[美]小島基司[出]森繁久調、三橋達

也、宮城まり子、淡路恵子、八千草薦、久慈あさ

み、轟夕起子、フランキー堺、浪花千栄子

戦時中、皇族、軍人、慰安婦たちが孤島に漂着

する。川島初のカラー作品は、岡崎と「どうせな

ら絵具箱をひっくり返したような極彩色でやろ

うJ とロケ先の島ごとペンキで染め、狼雑な笑い

の中に皇族批判を盛り込んだ怪作!

。1952 松竹

官〈mrzz 接吻泥棒
[原]宮崎博史、北町一郎、鹿島孝二[脚]柳沢

類寿[撮]西川亨[音]木下忠司[美]中村公彦

[出]日守新一、高橋貞二、芙百合子、望月優

子、渡辺篤、井川邦子、大坂志郎、紙京子

8人もの子供を抱えるサラリーマンの奮闘ぶりが

微笑ましいコメディ。盟友・柳沢とのコンビはハ

チャメチャなギャク守をやると上層部から腕まれた

時期もあったとpう。川島作品常連・桂小金治が

落語の稽古をするシーンは貴重。
。1960 TOHOcO. ,ltd

[1960/東宝]

カラー・シネスコ・83分

[原・出]石原慎太郎[脚]松山善三[撮]中井

朝一[音]黛敏郎[美]村木忍[出]宝田明、団

令子、新珠三千代、草笛光子、河津清三郎、有

島一郎、北あけみ、中谷一郎、東郷晴子

人気チャンピオンが交通事故で、気を失った令嬢

に口移しで水を飲ませたところを写真に織られ

巻き起こる騒動。マスコミへの郷撒も乙めながら、

機関銃のように放たれるセリフで、スピーテ!_((こ展

関するラブコメの快作。乙れぞ、モダニズム!

[1953・松竹/16mmJ

白黒・スタンダード・93分

[脚]富田義朗、柳沢類寿[撮]西川亨[音]万城

目正[美]梅田千代夫[出]美空ひばり、佐田啓

二、月丘夢路、大坂志郎、多々良純、小園蓉子、

桂小金治、坂本武、有島一郎、桜むつ子

病気で倒れた日本一乳業の社長に代わって16

才の孫娘が就任!会社乗っ取りを企む一派の

陰謀、出生の秘密など盛りこみ、もちろんひばり

の唄もたっぷり聴ける!演出に確かな手腕を見

せた川島はひばりの勘のよさを褒めている。

暖簾 [1958/東宝]

白黒・シネスコ・ 123分

[原]山崎豊子[脚]八住利雄、川島雄三[撮]

岡崎宏三[音]真鍋理一郎[美]小島基司[出]

森繁久調、山田五十鈴、乙羽信子、浪花千

子、中村順治郎、扇子景、環三千世、山茶花

。1958 TOHOcO.,ltd

。 1961 KADOKAWA

白黒スタ皮幻想洲崎パラダイス・赤信号 白黒ス J3543Z
[脚]柳沢類寿、川島雄三[撮]峰重義[音]黛.~，・・.[原]芝木好子[脚]井手俊郎、寺田信義[撮]

敏郎[美]中村公彦[出]山村聴、三橋達也、山・・・・・咽・・ E高温・・ p司...高村倉太郎[音]真鍋理一郎[美]中村公彦

田五十鈴、北原三枝、轟夕起子、東野英治郎、 ・圃圃圃岨・・・・・・・凹・璽国司・[出]新珠三千代、三橋達也、轟夕起子、河津

小沢栄、殿山泰司、小沢昭一フランキー堺 圃・・~.:.，，~~週・・・守ーョ・・清三郎、芦 111 いづみ、小沢昭一、植村謙二郎

_.~'，'凶~・ M・・.''-
産児制限を訴える厚生大臣の家に皮肉にもー =ζ 圃L· \~咽・・・・ 1理・・勝関橋を渡って遊廓町・洲崎にやって来たわけ

戸~~..\-E ・・・・. "1司・ F

321r; 吃認;長諮問援要誌面忌 J!F L12t21C 主立諒とお;
真骨頂。戯曲の原作権がとれず脚本に苦労し奴均約面白揖哩 し 風景哨と寂郷が針。川島自身、お気に
たが、好きな題材と川島は語って pる。 ι!!e唱ー竺望号一ーーーニト-且 入りの作品だったとし Eう。必見!

。日活

[1961/KADOKAWAJ
カラー・シネスコ・ 99 分

[原]富田常雄[脚]井手俊郎、川島雄三[撮]村

井博[音]池野成[美]井上章[出]若尾文子、藤

巻潤、フランキー堺、山岡久乃、山村聴、山茶花

究、江波杏子、上回吉二郎、村田知栄子

二流芸者の男性遍歴を通して、ひとりの女性の

生きる哀しみから天皇制批判まで遠望する JII 島

生の傑作。製作発表で「若尾君を女にしてお

にかけます!Jと豪語した川島に応え、若尾は

キネ旬とブルーリボン女優賞を獲得した。

しとやかな獣

。1962 KADOKAWA

[1962/KADOKAWAJ
カラー・シネスコ・ 96 分

[原・脚]新藤兼人[撮]宗川信夫[音]池野成

[美]柴田篤二[出]若尾文子、伊藤雄之助、山

岡久乃、浜田ゅう子、川畑愛光、高松英郎、小

沢昭一、ミヤコ蝶々 、船越英二、山茶花究

狭い団地の室内だけで展開し、縦横無尽のカ

メラワークや毒々 しい夕焼けの赤、シュールな白

い階段など川島の才気が存分に発揮された傑

作。すべて欲望の塊の登場人物の狂態に

度成長への批評がこめられる。キネ旬 6位。

[1955/ 日活 /16mmJ --I-r~~ 2 司，.~

白黒・スタンダード・ 117 分 Z夜 、 (XJ'oJ'--'-

[原]井上友一郎[脚]柳沢類寿[撮]横山賀

[音]仁木他喜雄[美]中村公彦[出]月丘夢

路、三橋達也、河津清三郎、北原三枝、大坂志

郎、安部徹、岡田真澄、浅丘ルリ子、芦田伸介

イニシャルを手がかりに少女時代の肖像画を描

いた画家を探す和歌子。森繁久瀬のナレーショ

ンはストーリーにタッチせず銀座案内に徹するの

が異色。森永の地球儀ネオン、築地川など当時

の銀座の風景を巡るごとができる。.，.，. /'./
ｩ1958TOHOcO. ,ltd

[1958/東宝]

白黒・スタンダード・100分

[原]川端康成[脚]田中澄江、井手俊郎、川島

雄三[撮]飯村正[音]黛敏郎[美]小島基司

[出]原節子、森雅之、久我美子、香川京子、三

橋達也、石浜朗、太力川洋一、南美江、山本学

日活から東京映画に移籍第1作は川端原作の

川島流文芸映画。結婚10年を迎え、少々倦怠

気味の弁護士夫婦。預かっている死刑囚の娘

に加えて、家出娘の面倒を見ることになるが

......。原、久我、香川の豪華共演も見ど乙ろ。

カラJ忠実認『赤坂の姉妹J より夜の肌
[原]大岡昇平[脚]菊島隆三[撮]岡崎宏三

[音]池野成[美]小島基司[出]池内淳子、佐

野周二、池部良、高島忠夫、有島一郎、三橋達

也、淡島千景、筑波久子、山岡久乃、塩沢とき

男たちに翻弄される銀座の雇われマダム(原作

には実在のモテールがあった)の孤独と哀しみ。フ

ランスで、川島作品の特集上映があったとき、最も

評価が高かったのが本作と『貸間ありj の2本

だったとpう。陰影に富んだ撮影が絶品。

-・・・・・~圃

l!:J

。1960 TOHOcO.,ltd

[1960/東宝]

カラー・シネスコ・103分

』阻

[原]由起しげ子[脚]八住利雄、柳沢類寿、川

島雄三[撮]安本淳[音]真鍋理一郎[美]小島

基司[出]淡島千景、新珠三千代、川口知子、

伊藤雄之助、三橋達也、田崎潤、久慈あさみ

赤坂のパーを舞台に三人姉妹の生き様を描く。

男たちの聞をうまく立ち回りのし上がろうとする

女、反発し自分の生き方を模索する妹たち。

赤坂界隈を活写した風俗ドラマで、あると同時に

安保闘争など時代背景への目配りも。

件 J22ゴ忠縞の背広の親分衆
[原]山本周五郎[脚]新藤兼人[撮]岡崎宏三

[音]池野成[美]小島基司[出]森繁久捕、池

内淳子、左幸子、乙羽信子、フランキ-堺、山茶

、 花究、東野英治郎、中村メイコ、加藤武

市浦安(劇中では浦粕)を訪れた疲労感を漂わせ

た作家。偶然の旅行者と漁村の住人たちの苦い

交流と詩情が独特の色調で映し出される。川島

の「印象派でやろうJ とpう狙いに名コンビの岡

崎も応え、自身の代表作と語っている。

[1961/東宝]

カラー・シネスコ・91 分

[原]八住利雄[脚]柳沢類寿[撮]岡崎宏三

[音]松井八郎[美]小島基司[出]森繁久菊、

司フランキ一堺、淡島干景、団令子、有島一良郎E、桂

謹安京宇i手雪 IJ\竺幣全常育子校;三f三
，;守』森繁がブラジ引ルレから帰国した元親分(森繁の当

たり役・森の石松の末商とpう設定にニヤリ)に

扮するヤクザ映画のパロテ'ィ。シナリオなしで毎

日5~6ページの号外を配り撮影してpくとpう

慌ただしp現場だったとL 可。
ｩ1961TOHOcO. ,ltd

カラJ忠実志イチかバチか
[原]八住利雄[脚]柳沢類寿[撮]岡崎宏三

[音]松井八郎[美]小野友滋[出]森繁久調、フ

ランキー堺、加東大介、淡島千景、団令子、三木

のり平、池内淳子、山茶花究、岡田真澄

「食べる物にはテーマがなきゃ、ダメですJ と語る

食通・川島のグルメ映画。とんかつを揚げる油越

しのアングルなど岡崎の奇抜な撮影、クロレラ研

究者など奇人たちが続々登場する川島らしpー

篇。森繁唄う主題歌が楽しP!
。1963 TOHOcO.,ltd

[1963/東宝]

白黒・シネスコ・101 分

[原]城山三郎[脚]菊島隆三[撮]逢沢譲

[音]池野成[美]育野重一[出]伴淳三郎、ハ

ナ肇、高島忠夫、水野久美、山茶花究、谷啓、

団令子、横山道代、若宮忠三郎、松本染升

場建設にからみ、誘致を画策する食えなp連

中が索く。当時、「現代を描いていくことになると、

究極的に喜劇のかたちになると思うJ と諮った川

島の社会派喜劇。川島は封切り5目前に急逝、

不世出の鬼才の遺作となった。


