
監督：山田洋次
出演：渥美清, 倍賞千恵子, 前田吟ほか

27年間48作にわたって日本国民から愛されてきた“寅さん”
人気ヒロイン“リリイ”出演作ほか、タイトルお問合せ下さい。

第1作 「男はつらいよ」
第2作 「続 男はつらいよ」
第3作 「男はつらいよ フーテンの寅」
第4作 「新 男はつらいよ」
第5作 「男はつらいよ 望郷篇」
第6作 「男はつらいよ 純情篇」
第7作 「男はつらいよ 奮闘篇」
第8作 「男はつらいよ 寅次郎恋歌」
第9作 「男はつらいよ 柴又慕情」
第10作 「男はつらいよ 寅次郎夢枕」
第11作 「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」
第12作 「男はつらいよ 私の寅さん」
第13作 「男はつらいよ 寅次郎恋やつれ」
第14作 「男はつらいよ 寅次郎子守歌」
第15作 「男はつらいよ 寅次郎相合い傘」
第16作 「男はつらいよ 葛飾立志篇」
第17作 「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」
第18作 「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」
第19作 「男はつらいよ 寅次郎と殿様」
第20作 「男はつらいよ 寅次郎頑張れ！」
第21作 「男はつらいよ 寅次郎わが道をゆく 」
第22作 「男はつらいよ 噂の寅次郎」
第23作 「男はつらいよ 翔んでる寅次郎」
第24作 「男はつらいよ 寅次郎春の夢 」
第25作 「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」
第26作 「男はつらいよ 寅次郎かもめ歌」
第27作 「男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎」
第28作 「男はつらいよ 寅次郎紙風船 」
第29作 「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋」
第30作 「男はつらいよ 花も嵐も寅次郎」
第31作 「男はつらいよ 旅と女と寅次郎」
第32作 「男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 」
第33作 「男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎」
第34作 「男はつらいよ 寅次郎真実一路 」
第35作 「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 」
第36作 「男はつらいよ 柴又より愛をこめて」
第37作 「男はつらいよ 幸福の青い鳥」
第38作 「男はつらいよ 知床慕情」
第39作 「男はつらいよ 寅次郎物語」
第40作 「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」
第41作 「男はつらいよ 寅次郎心の旅路」
第42作 「男はつらいよ ぼくの伯父さん」
第43作 「男はつらいよ 寅次郎の休日」
第44作 「男はつらいよ 寅次郎の告白 」
第45作 「男はつらいよ 寅次郎の青春」
第46作 「男はつらいよ 寅次郎の縁談」
第47作 「男はつらいよ 拝啓車寅次郎様」
第48作 「男はつらいよ 寅次郎紅の花」
特別篇 「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 特別篇」

“男はつらいよ”シリーズ 全４９作
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監督：山田洋次／ 出演：渥美清 ― 国民的人気作品 “男はつらいよ”シリーズ 全４９作



監督：山田洋次 / 108分 / 松竹
主演：高倉健, 倍賞千恵子, 

桃井かおり, 武田鉄矢, 渥美清

日本映画史に燦然と輝く不朽の名作！
刑期を終えた男が妻のもとへと向かう高倉健主演の
ロードムービー。
古き良き時代！人生の男女の機微が沁みてくる…
ささやかだけど平凡だけど幸せと想える、それがどれ
だけ人の生きるという事に大切か…いぶし銀に涙…

幸福の黄色いハンカチ

■学生・大人・シニア向け

キネマの天地
愛と感動を力強くうたいあげる映画を愛するすべての人に

監督：山田洋次 / 

主演：渥美清, 倍賞千恵子, 中井貴一,有森也実,

松坂慶子,笠智衆,松本幸四郎,
松竹大船撮影所50周年記念超大作。
映画に夢を賭けた若き活動屋たちを描いた感動
サクセスドラマ。
映画館で売り子をしていた小春は、蒲田撮影所
の監督に勧められ、女優を志すことに。しかし、
演技経験のない小春は幾多の困難にぶつかり…

■学生・大人・シニア向け

135分 / 松竹 ダウンタウンヒーローズ
120分 / 松竹 / 監督：山田洋次 / 

主演：薬師丸ひろ子, 中村橋之助, 柳葉敏郎, 

石田えり, 渥美清, 倍賞千恵子

バンカラの恋は切なくて・・・恋と友情の感動青春
グラフィティ!!! 豪華キャストで贈る!!

昭和23年愛媛松山。県内一のマドンナ・房子に
想いを寄せる洪介とオンケル。
文化祭の演劇コンクールの主演女優にと房子を
説得できたまではよかったのだが…

■学生・大人・シニア向け

■学生・大人・シニア向け

監督：山田洋次
主演：松たか子,永瀬正敏, 吉岡秀隆

幕末の海坂藩を舞台に、新しい世の中と
侍の世界との間で揺れ動く一人の下級
武士を中心に描いた時代劇。

隠し剣 鬼の爪 118分 /松竹

監督：山田洋次 / 出演：真田広之,宮沢りえ,

小林稔侍, 大杉漣, 吹越満

時は幕末、2人の子供と老婆を一人で世話を

し細々と生きる清兵衛。幼なじみ朋江を救った

ことで実は剣の腕が立つことが世間に知られ、

ついには藩命で上意討ちの討ち手に選ばれて

しまう…。

たそがれ清兵衛

■学生・大人・シニア向け

129分 / 松竹

監督：山田洋次 / 124分 / 松竹
主演：高倉健, 倍賞千恵子, 吉岡秀隆, ハナ肇, 

木ノ葉のこ, 武田鉄矢, 畑正憲, 渥美清

お世話になりました―
この家で過ごした日のことは、一生忘れません―
北海道を舞台に、誤って人を殺して警察に追われ
る男と、牧場を経営する母子の出会いと別れを
描いた人情ドラマ。
監督は“男はつらいよ”シリーズの山田洋次。

遙かなる山の呼び声

■学生・大人・シニア向け

主演：松田龍平, 宮崎あおい, 

オダギリジョー, 小林薫

2012年本屋大賞第1位！三浦しをんの
ベストセラー完全映画化!!

ある出版社の寄せ集め編集部が、気の遠く
なるような歳月をかけて二十数万語が収録
された新辞書作りに挑む姿をユーモラスに描く。

舟を編む

■学生・大人・シニア向け

133分 / 松竹ジャッジ!

■学生・大人・シニア向け

主演：妻夫木聡, 北川景子,

リリー・フランキー, 鈴木京香, 豊川悦司
世界一のテレビCMを決める国際広告祭。
グランプリをとらなければ、クビ!?

CM業界トップクリエイター×超豪華キャストで贈る
爆笑あり、恋あり、ほろりと涙ありの最強エンター
テインメント!!!

広告代理店・現通で働く太田喜一郎は、身勝手
な上司・大滝から、サンタモニカ広告祭の審査員役
を押し付けられ…。

105分 / 松竹

主演：佐々木蔵之介, 深田恭子, 伊原剛志,

寺脇康文, 上地雄輔, 陣内孝則（特別出演）

奇想天外。痛快、疾走!

笑って、泣けて、熱くなる歴史エンターテイン
メント超大作!

このユーモアと斬新さに大絶賛の嵐! !

幕府から「5日以内に参勤交代しなければ、
藩を取り潰す」という無理難題を吹っ掛けられた
貧乏小藩の奮闘を描く。

■学生・大人・シニア向け

超高速! 参勤交代 102分 / 松竹

■学生・大人・シニア向け

監督：山田洋次
出演: 木村拓哉,檀れい, 笹野高史

山田洋次監督による『たそがれ清兵衛』『隠し剣
鬼の爪』に続く、藤沢周平原作小説の映画化。
役目のため失明した下級武士を支える妻と中間、
そして一分を通すため復讐に挑む侍の姿を描く。
主役の武士に木村拓哉。その妻に映画初出演の
壇れいが扮し、新鮮な存在感を見せている。

武士の一分 121分 /松竹

■学生・大人・シニア向け

監督：山田洋次
出演：西田敏行,小泉今日子, 吉岡秀隆, 哀川翔

「虹をつかむ男」の続編。
今度は奄美大島を舞台に、1年ぶりに再会
した二人の男達のそれぞれの恋の行方を
描いた映画作品。
子連れ女に扮する小泉今日子と、彼の無骨
な兄を演じた哀川翔の好演が印象的です。

112分 / 松竹

虹をつかむ男 南国奮斗篇虹をつかむ男

■学生・大人・シニア向け

監督：山田洋次
出演：西田敏行,吉岡秀隆, 倍賞千恵子, 前田吟

渥美清の死去により終結を余儀なくされた「男はつら
いよ」シリーズに代わる山田洋次監督の田舎町の古
ぼけた映画館“オデオン座”を中心に町に暮らす人々
の交流を描いた人情ムービー!
親と喧嘩して家を飛び出した青年・亮が、四国で
映画館・オデヲン座を経営する活男と出会い、往年
の名作映画、そしてオデヲン座にまつわる人々との
ふれあいを通して、人生の素晴らしさを学んでいく。

120分 / 松竹

感動・心にしみる・ホッとする・いろいろ感情を呼び覚ます ― 松竹作品



主演： 加瀬亮, 田中裕子, ユースケ・サンタ
マリア, 濱田岳, 宮崎あおい / 96分 / 松竹

日本映画史を代表する名匠・木下惠介
監督の若き日の物語を描いた生誕100年
記念映画の感動作!!

映画界に政府から戦意高揚の国策映画
作りが要求された戦中。木下惠介は松竹に
辞表を提出し、病気で倒れた母が療養する
浜松市に向かうが･･･

■学生・大人・シニア向け

はじまりのみち

主演：上戸彩, 高良健吾, 西田敏行,

余貴美子

料理上手の“出戻り娘”が嫁いだのは、
“でき損ないの包丁侍”
ふたりは本当の夫婦になれるのか?

江戸時代。“刀”ではなく“包丁”で、藩に
仕えた武家。“料理”で動乱を乗り越えた、
実在の家族の物語を描いた人間ドラマ!!

武士の献立

■学生・大人・シニア向け

121分 / 松竹
主演：八千草薫, 武田鉄矢, 伊藤蘭,

檀れい, 芦田愛菜
あなたに日々を生き抜く勇気を贈ります!!!
98歳で刊行された処女詩集が200万部ベスト
セラーとなった詩人・柴田トヨの半生を描いた
感動のヒューマン・ドラマ。
息子の勧めで詩を書き始めたトヨは、日々の
想いを言葉に置き換えるうち、明治から平成
までを駆け抜けて来た自身の人生の思い出を
振り返っていく。

くじけないで

■学生・大人・シニア向け

128分 / 松竹

東京で薬局を営む吟子は、女手ひとつで
育ててきた娘・小春の結婚式を控え幸せな
日々を送っていたが、音信不通だった弟・
鉄郎が突然帰郷したことから騒動が巻き
起こる―感動の家族ドラマ。

おとうと

■学生・大人・シニア向け

主演：吉永小百合, 笑福亭鶴瓶,

蒼井優, 加瀬亮

監督：山田洋次 / 

126分 /松竹
主演： 橋爪功吉行和子 /134分 / 松竹

山田洋次監督が小津安二郎監督の傑作
「東京物語」をモチーフに、現代の東京に生き
るある家族の姿を厳しくも温かな眼差しで見
つめた感動ドラマ。瀬戸内海の小島に暮らす
平山周吉と妻のとみこは、子どもたちに会うた
めに東京へやって来るが…。

■学生・大人・シニア向け

東京家族

山田洋次監督が吉永小百合を主演に迎え
て描く感動ドラマ。昭和15年の東京。佳代

は愛する夫とふたりの娘と共に貧しいながらも
幸せな毎日を営んでいたが、夫が反戦を唱
え逮捕されたことから一家の暮らしは豹変し
てしまう。

母べえ

■学生・大人・シニア向け

主演：吉永小百合,坂東三津五郎,

浅野忠信, 檀れい, 志田未来

監督：山田洋次 / 118分 /松竹

昭和の文豪・井上靖の自伝的同名小説を
映画化した家族ドラマ。子どもの頃に母に
捨てられた記憶から母とのわだかまりを抱え
たままの主人公が、年老いていく母と向き
合った日々を丁寧な筆致で描いていく。

わが母の記

主演：役所広司, 樹木希林, 宮崎あおい

■学生・大人・シニア向け

118分 /松竹

主演：堺雅人, 中谷美紀 / 117分 / 松竹

きっと守ってみせる―信じる想いが、愛と希望
をつなぐ奇跡の物語。命との向き合いをつぶさ
に描く様々な事情で飼い主を失い、保健所
に収容される「保護犬」。年間17万頭もの
犬や猫が殺処分されている現実に正面から
向き合い、命の大切さを伝える感動作。

ひまわりと子犬の７日間

■学生・大人・シニア向け

RAILWAYS 
49歳で電車の運転士になった男の物語

主演：中井貴一, 高島礼子, 本仮屋ユイカ,

三浦貴大, 奈良岡朋子/ 130分 / 松竹

島根県出雲の大自然を走る日本最古級電車・
一畑電車を舞台に描いたハートウォーミング・ドラマ。
一流企業に勤める筒井は故郷へ戻った際に幼い
頃に集めた電車の切符の束を見付け、会社を
辞めて電車の運転士になることを決心する。

■学生・大人・シニア向け

RAILWAYS 
愛を伝えられない大人たちへ

主演：三浦友和, 余貴美子, 小池栄子,

中尾明慶, 吉行和子/ 123分 / 松竹

富山を舞台に第二の人生を模索する運転士と妻の
姿を綴る感動ドラマ。仕事ひと筋の鉄道運転士・
滝島徹は気付けば59歳。専業主婦として彼を支え
てきた妻の佐和子は、夫の定年退職を機に仕事を
再開すると宣言するが…。

■学生・大人・シニア向け

主演：橋本愛, 三浦貴大, 松岡茉優, 温水洋一

生きる=食べる=作る。自然の恵みを食べて、生きる
力を充電する春夏秋冬4部作の「冬・春」完結編!!!!

美しい日本の田舎での自給自足の暮らしを描き、
海外でも高い評価を受けた話題作。豪雪の冬、
桜が満開の春など美しさと厳しさを併せ持つ日本の
四季の魅力を映しとった圧倒的な映像美!!!!

東北の小森という小さな集落に住むいち子は、
自給自足の生活の中、季節の食材で作った食事を
楽しむ毎日を送っていた。ある日、彼女の下に5年前に
失踪した母から手紙が届き…

little forest冬／春

■学生・大人・シニア向け

121分 / 松竹
リトル・フォレスト

主演：橋本愛, 三浦貴大, 松岡茉優, 温水洋一
生きる=食べる=作る。自然の恵みを食べて、生きる
力を充電する春夏秋冬4部作の「夏・秋」編。
主演はNHK連続テレビ小説「あまちゃん」でブレイクし
出演作目白押しの若手実力派人気女優・橋本愛。
また、共演にこれまた「あまちゃん」にて出演の人気急
上昇の実力派女優：松岡茉優。
東北の小さな集落・小森。
都会に出たものの居場所を見つけられずに再び小森に
戻って来た女の子・いち子が、自然の恵みを食しながら
自分と向き合い、成長していく姿を綴る。

little forest夏／秋

■学生・大人・シニア向け

112分 / 松竹
リトル・フォレスト

感動・心にしみる・ホッとする・いろいろ感情を呼び覚ます ― 松竹作品


