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俳優「緒形拳」出演作品目録

馬場弘臣＊1，岡崎佑也＊2

＊ 1 東海大学教育開発研究センター教授，文明研究所員兼任，＊2 東海大学文明研究所臨時職員
〔個別プロジェクト研究報告〕

緒形拳（1937 ～ 2008）といえば，戦後の日本を代

表する俳優である．1958 年に劇団新国劇に入団して以

来，2008 年に亡くなるまで，演劇の舞台，テレビ，映

画の各分野において半世紀にわたって活躍を続けたこと

は，改めていうまでもないであろう．

その緒形氏の長男幹太氏より，緒形氏が遺した資料の調

査と整理について相談を受けたのは，2016年 12月のこ

とであった．日本近世史を専門とする私たちにとって，こ

うした資料群は整理の方法論が異なるためになかなか難し

い問題ではある．ただし，私たちにはすでに2000年から

付属図書館と協力して，劇作家北條秀司の資料の調査と整

理を実施してきた経験があった．北條氏は，将棋棋士の坂

田三吉を主人公にした戯作「王将」などを書いた劇作家と

して有名であり，93年にわたる生涯で，220編以上の作

品を世に送り出していた．北條氏は，緒形氏が新国劇への

入団を斡旋した恩師であり，仲人でもあった．そうした関

係から私たちは緒形氏とも親交を深めていたのであった

が，何より劇作家の資料に続いて，実際にそれを演じた俳

優の資料を整理できることは，両者における資料の残存傾

向の共通点と相違点を比較することができるなど，アーカ

イブの立場からしても興味深いことであった．しかも緒形

氏は，テレビが一般に大きく普及していった1960年代か

ら活躍し，映画の変容期とされる1970年代末から90年

代にかけて数多くの代表作に出演している．

そこで，山本和重文明研究所長に相談をし，研究課題の

申請書を提出したところ，幸いにも研究プロジェクト（採

択時にはコア・プロジェクト研究）の一つとして採択して

いただいた．プロジェクトのタイトルは，「戦後大衆文化

に関する基礎的研究－緒形拳氏関係資料の整理をめぐっ

て」であり，2017年度から2019年度まで3か年計画で

あった．今年度はその最終年度にあたる．

研究分担者として，兼平賢治文学部歴史学科日本史専攻

准教授，紅谷龍司付属図書館課長，神谷大介文学部非常勤

教員に加わっていただき，大学院生の浦安衣香を中心に学

部生にも加わってもらって整理作業を進めていった．その

一方で，岡崎佑也を文明研究所臨時職員として雇用するこ

とで，資料整理に専念してもらうことになった．また，

2018年 7月には「緒形拳研究会」を立ち上げることで，

一層の体制づくりに努めた．さらに，毎年2月に開講さ

れる歴史学科日本史専攻のウィンターセッション科目「史

料管理学演習」でも，資料整理体験の実習として，緒形氏

の資料の整理作業を行なった．史料管理学演習を受講した

学生たちが中心となって，引き続き資料整理作業に従事し

てくれているのである．

緒形氏が遺した資料としては，舞台，テレビ，映画それ

ぞれの台本，パンフレット，ポスター，チラシ，スチール

写真，パネル，ビデオテープなどの関連資料はもとより，

旅興行用の行李，模造刀などの物品資料や，書簡・葉書，

雑誌（緒形氏の記事があるもの），大量の蔵書の他，とく

に注目される資料として，1965年第3回NHK大河ドラ

マ「太閤記」に主演して以来，亡くなるまでの間，年ごと，

月ごとの足跡をまとめたスクラップブックがあった．また，

緒形氏は，書画や陶芸を嗜むなど多種多芸の人であったか

ら，緒形氏自身の手による書画や作陶品なども数多く遺さ

れている．さらに，俳優に対する姿勢や社会問題，環境問

題に関して書かれたエッセイも多数残っている．こうした

中で，目録化が完了しているのは，台本，パンフレット，

チラシ，雑誌だけであり，まだまだ大量の資料の整理と目

録化を進めて行かなければならないのが現状である．

こうして資料の整理を進める一方で，緒形氏の全業績を

明らかにし，その時代背景をさぐるという私たちの課題を

達成するためには，緒形氏が出演した舞台，テレビ，映画

の全作品を目録にする必要があった．これについてはすで

に垣井道弘氏が，その著書『緒形拳を追いかけて』（ぴあ
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株式会社，2006年）の巻末付録「緒形拳の全仕事」として，

2005年までの作品が網羅されている．ここではこれを没

年の2008年までつなげていくとともに，舞台であれば劇

場，テレビであればテレビ局，映画であれば映画配給会社

など，内容をさらに充実させることに努めた．また，テレ

ビではドラマ以外のドキュメンタリーやナレーション，

CMなどについても網羅できるように，現在も作業を進め

ているところである．目録作成は，資料目録とあわせて岡

崎佑也が担当している．

いずれにせよ，こうした作業を進めていけば，どの作品

について資料が残っているのか，逆に不足しているのかな

どについて検証することができ，緒形氏が遺した資料の傾

向と全体像を明らかにすることができる．ただし，それに

はまだ時間が掛かることから，ここには出演した舞台，テ

レビドラマ，映画の3点について一覧表を作成し，収録

することとした．その意味でまだ本稿は，中間報告であり，

多くの方々のご意見とご叱正を乞う次第である．

また，本年度は研究プロジェクトの3年目にあたるこ

とから，その成果の一端として，2019年10月14日から

11月29日の日程で，本学湘南キャンパス付属図書館11

号館展示室で「軌跡　名優緒形拳とその時代」という展覧会

を開催したことをつけ加えておきたい．2020年には10

月3日から12月6日の日程で，横浜市歴史博物館におい

て，より規模を大きくした展覧会の開催を予定している．

そこで改めて本プロジェクトの趣旨をまとめてみれば，

緒形氏の仕事を通して，戦後の大衆文化史，芸能史の変遷

を探るという目的と，さらにその背景にある戦後日本の歩

みと世界との関係を明らかにするという目的がある．緒形

氏が歩んだ足跡は，敗戦からの復興過程である高度経済成

長期からオイルショックによる低成長の時代，バブル経済

とバブル崩壊後の “失われた社会 ”とめまぐるしく移り変

わった時代と重なっている．それはまた，テレビが登場し，

一般家庭に普及することで，従来の大劇場大衆演劇や映画

産業が大きな影響を受け，さらにインターネットの時代が

幕を開けたことで，既存のメディアが急激に変容した時代

とも重なっている．

緒形氏の出発点は大劇場大衆演劇を代表する新国劇と

いう舞台であったが，1968年に退団すると，新たなメディ

アとしてのテレビの世界へ，そして1980年代には映画の

世界で大きく花を開かせることになる．また，テレビドラマ

の世界も，1960年代の普及期から，70年代～80年代にか

けての家族団らんの時代，バブル経済の影響を受けた90

年代のトレンディドラマ全盛期，90年代～2000年代の

テレビの個室化の時代，そしてインターネットの普及の時

代と大きく様変わりしている．あまり知られていないが，緒

形氏は2002年に個人事務所を設立すると，いち早く「ハラ

ハチブンメー」という個人サイトを立ち上げていた．まさに

インターネット時代にも対応しようとしていたのである．

前述したように，本目録はまだ中間報告の段階ではある

が，そうした緒形氏の仕事の概略をみていただければと思

う．新国劇時時代にいかに多くの舞台に立ったか，テレビ

ではどんな作品に出演したのか，ドラマの脚本家やプロ

デューサーにも注目して欲しいと思う．それらのドラマは，

それぞれの時代の何を象徴したのであろうか．映画では日

本アカデミー最優秀主演男優賞3回をはじめ，数々の賞

を受賞している．海外でもカンヌ映画祭の最優秀作品賞な

どを受賞しているが，そもそも緒形氏はどんな作品に出演

しているのか．監督だけをみても，当時の名だたる監督と

仕事をしていることがわかるであろう．さらにテレビ，映

画の共演者をみても，いずれも時代を代表する俳優，女優

たちである．その歩みは，まさに芸能史，大衆文化史その

ものであったといっても決して過言ではない．

〔凡例〕
①�本目録では，緒形氏の出演作品を演劇の舞台，テレビドラ
マ，映画の 3部にわけて収録した．

②�年代については，詳細が不明の場合があるので，基本的に
舞台とテレビドラマは年月とし，映画については公開の年
とした．

③舞台については，なるべく再演も収録するようにした．
④�舞台，テレビドラマ，映画について，主役として出演した
作品についてはタイトル名と役名を赤文字とした．

〔参考文献〕
・『新国劇七十年の記録』（新国劇記録保存会，1988 年）
・垣井道弘『緒形拳をおいかけて』（ぴあ株式会社，2006 年）
・緒形拳を偲ぶ会『ありがとう』（2008 年）
・�その他，緒形拳氏所蔵のパンフレット，スクラップブック
を参考にした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：馬場弘臣）
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1. 舞台一覧

№ 年月 タイトル 劇団名 原作者/原案 作/脚本/脚色 役名 劇場名 共演者

1 1958.03 無法一代 新国劇 岩下俊作 中江良夫
近所の者
（長屋の住人・
Ｃ）

東横ホール

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,茂木昇二郎,香川桂
子,松井　巌,郡司八郎,
野村清一郎,千早隆子
他

2 1958.07 閣下 新国劇 北條秀司 奉公人 歌舞伎座

島田正吾,小島みつ江,
郡司八郎,東大二朗,宮
本曠二朗,野村清一郎,
河村憲一郎,清水　彰,
秋月正夫他

3 1958.10 
白鳥の死 公爵近衛文
麿

新国劇 北條秀司
近衛通隆
(近衛文麿二
男)

明治座

島田正吾,外崎恵美子,
大山克己,河村憲一郎,
郡司八郎,野村清一郎,
清水　彰,石山健二郎,
辰巳柳太郎他

4 1959.02 松川事件 新国劇 北條秀司 浜崎二雄 明治座

島田正吾,吉田柳児,秋
月正夫,東大二朗,久松
喜世子,石山健二郎,宮
本曠二朗,辰巳柳太郎
他

5 1959.05 新選組異聞 新国劇 西亀元貞 村山知義 虚無僧 御園座

島田正吾,石山健二郎,
清水　彰,宮本曠二朗,
郡司八郎,河村憲一郎,
久松喜世子,外崎恵美
子,秋月正夫,辰巳柳太
郎他

6 1959.06 ヒモ 新国劇 北條秀司 弥八(与太者) 明治座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
岡田映一,外崎恵美子,
香川桂子,千早隆子,石
山健二郎，河村憲一郎,
郡司八郎,秋月正夫,島
田正吾他

7 1959.06
人斬り半蔵　新選組異
聞

新国劇 西亀元貞 村山知義 虚無僧 明治座

島田正吾,石山健二郎,
清水　彰,宮本曠二朗,
郡司八郎,河村憲一郎,
久松喜世子,外崎恵美
子,秋月正夫,辰巳柳太
郎他

8 1959.09 参謀命令 新国劇 菊田一夫 日本兵 東京宝塚劇場

辰巳柳太郎,清水　彰,
郡司八郎,石山健二郎,
宮本曠二朗,河村憲一
郎,秋月正夫,島田正吾
他

9 1959.09 極付 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 土地の百姓 東京宝塚劇場

島田正吾,秋月正夫,久
松喜世子,宮本曠二朗,
河村憲一郎,野村清一
郎,石山健二郎,波多　
昇,辰巳柳太郎他

10 1960.04 閣下 新国劇 北條秀司 奉公人 大阪新歌舞伎座

島田正吾,小島恵子,郡
司八郎,東大二朗,宮本
曠二朗,野村清一郎,河
村憲一郎,清水　彰,秋
月正夫他

11 1960.04
人斬り半蔵　新選組異
聞

新国劇 西亀元貞 村山知義 虚無僧 大阪新歌舞伎座

島田正吾,石山健二郎,
清水　彰,宮本曠二朗,
郡司八郎,河村憲一郎,
久松喜世子,外崎恵美
子,秋月正夫,辰巳柳太
郎他
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№ 年月 タイトル 劇団名 原作者/原案 作/脚本/脚色 役名 劇場名 共演者

12 1960.05 閣下 新国劇 北條秀司 奉公人 御園座

島田正吾,小島恵子,郡
司八郎,東大二朗,宮本
曠二朗,野村清一郎,河
村憲一郎,清水　彰,秋
月正夫他

13 1960.06 遠い一つの道 新国劇 菊島隆三 白木　保 明治座

島田正吾,外崎恵美子,
郡司八郎,吉田柳児,伊
吹総太朗,野村清一郎,
初瀬乙羽,香川桂子,河
村憲一郎他

14 1960.09 ヒモ 新国劇 北條秀司 弥八(与太者) 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
岡田映一,外崎恵美子,
香川桂子,千早隆子,石
山健二郎，河村憲一郎,
郡司八郎,秋月正夫,島
田正吾他

15 1960.09 遠い一つの道 新国劇 菊島隆三 白木　保 大阪新歌舞伎座

島田正吾,外崎恵美子,
郡司八郎,吉田柳児,伊
吹総太朗,野村清一郎,
初瀬乙羽,香川桂子,河
村憲一郎他

16 1960.10 丹那隧道 新国劇 北條秀司

技手
三島口詰所主
任
川西

明治座

島田正吾,石山健二郎,
秋月正夫,波多　昇,小
沢慶太郎,最上竜二郎,
野村清一郎,千早隆子,
辰巳柳太郎他

17 1960.11 おもかげ 新国劇 小澤不二夫
隆一
(祥雲寺住職・
隆澄の長男)

御園座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
郡司八郎,高倉典江,天
野新二,大山克己,香川
桂子,野村清一郎,久松
喜世子,河村憲一郎,秋
月正夫,外崎恵美子,島
田正吾他

18 1960.12 石狩の空に 新国劇 小澤不二夫
大沼明良
(大沼修造の次
男)

明治座

辰巳柳太郎,久松喜世
子,外崎恵美子,香川桂
子,高倉典江,野村清一
郎,大山克己,秋月正夫,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,石山健二郎,島田正
吾他

19 1961.01 羅生門 新国劇 芥川龍之介 出雲　隆 梶ノ井の次郎 新宿コマ劇場

島田正吾,河村憲一郎,
清水　彰,郡司八郎,大
山克巳,香川桂子,外崎
恵美子,秋月正夫,高倉
典江,宮本曠二朗,石山
健二郎他

20 1961.02
王将一代 坂田三吉の
生涯

新国劇 北條秀司
弟子 山田
(坂田三吉の弟
子)

明治座

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,宮本曠二朗,外崎恵
美子,郡司八郎,初瀬乙
羽,東大二朗,高倉典江,
秋月正夫,島田正吾他

21 1961.04 王将 坂田三吉伝 新国劇 北條秀司
弟子 山田
(坂田三吉の弟
子)

大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,宮本曠二朗,外崎恵
美子,野村清一郎,初瀬
乙羽,東大二朗,行友勝
江,秋月正夫,島田正吾
他

22 1961.04 羅生門 新国劇 芥川龍之介 出雲　隆 梶ノ井の次郎 大阪新歌舞伎座

島田正吾,河村憲一郎,
清水　彰,秋月正夫,大
山克巳,香川桂子,外崎
恵美子,東大二朗,高倉
典江,宮本曠二朗,石山
健二郎他

23 1961.04 九年目の仇討 新国劇
木村錦花,平田兼
三

(補綴)巖谷槇一 按摩 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
松木悟朗,香川桂子,秋
月正夫,清水　彰,石山
健二郎,河村憲一郎,野
村清一郎,宮本曠二朗,
最上竜二郎,島田正吾
他

24 1961.06 雪よりも白からん 新国劇 北條秀司
岡部(通信員見
習)

明治座

辰巳柳太郎,石山健二
郎,清水　彰,外崎恵美
子,香川桂子,最上竜二
郎,東大二郎,初瀬乙羽,
大山克巳,高倉典江他
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№ 年月 タイトル 劇団名 原作者/原案 作/脚本/脚色 役名 劇場名 共演者

25 1961.07 海の星 新国劇 八木隆一郎 篤一 明治座

島田正吾,高倉典江,河
村憲一郎,石山健二郎,
清水　彰,初瀬乙羽,外
崎恵美子,岡　泰正,郡
司八郎,宮本曠二朗他

26
1961.07
～1961.08

人間動物園 新国劇 菊島隆三 安藤日出男 平野一郎 大阪・毎日ホール

清水　彰,千早隆子,森
ひろ子,小沢慶太郎,大
山克巳,岡　泰正,天野
新二,宮本曠二朗,波多
　昇,東大二朗,岡田映
一,外崎恵美子,吉田柳
児他

27
1961.07
～1961.08

殺陣 田村 新国劇
(立案)澤田正二
郎

(ワキ) 大阪・毎日ホール

清水　彰,宮本曠二朗,
東大二朗,大山克巳,波
多　昇,松木悟朗,郡司
八郎,岡田映一,大町章
二郎,飯田　徹,吉田柳
児,小村俊明,宮島　誠,
最上竜二郎,伊吹総太
朗他

28
1961.07
～1961.08

妖刃 新国劇 北條秀司 町人 大阪・毎日ホール

岡　泰正,岡田映一,大
町章二郎,小沢慶太郎,
東大二朗,清水　彰,千
早隆子,高倉典江,大山
克巳,宮島　誠,松木悟
朗,波多　昇,飯田　徹,
最上竜二郎,伊吹総太
朗,郡司八郎,宮本曠二
朗他

29 (1961.08)

極付 国定忠治
赤城山麓室沢村才兵衛
茶屋より土蔵召捕りま
で

新国劇 行友李風 木樵
京都会館第二ホ
ール

郡司八郎,松木悟朗,宮
本曠二朗,清水　彰,行
友勝江,東大二朗,小沢
慶太郎,伊吹総太朗,大
山克巳,最上竜二郎,大
町章二郎,吉田柳児,高
倉典江,富森れい子,岡
　泰正他

30 (1961.08) 殺陣 田村 新国劇
(立案)澤田正二
郎

(ワキ)
京都会館第二ホ
ール

清水　彰,宮本曠二朗,
東大二朗,大山克巳,波
多　昇,松木悟朗,郡司
八郎,岡田映一,大町章
二郎,飯田　徹,吉田柳
児,小村俊明,宮島　誠,
最上竜二郎,伊吹総太
朗他

31 1961.08 汚れた手 新国劇 菊島隆三
尾崎哲夫
(東都新聞記
者)

東京・産経ホール

島田正吾,河村憲一郎,
清水　彰,郡司八郎,高
倉典江,東大二朗,大山
克巳,石山健二郎,岡　
泰正,香川桂子,辰巳柳
太郎他

32 1961.09
立体シネドラマ
清水の二十八人衆

新国劇 巖谷槇一 乾分 新宿コマ劇場

野村清一郎,岡　泰正,
最上竜二郎,初瀬乙羽,
高倉典江,東大二朗,宮
本曠二朗,大山克巳,郡
司八郎,波多　昇,清水　
彰他

33 1961.09
戦国悪党伝
第一部 愛情篇
第二部 対決篇

新国劇 戸川幸夫 中江良夫 高杉隼人光次 新宿コマ劇場

島田正吾,石山健二郎,
清水　彰,外崎恵美子,
最上竜二郎,秋月正夫,
大山克巳,野村清一郎,
河村憲一郎,辰巳柳太
郎他

34 1961.10 五文叩き 新国劇 長谷川伸 願人坊主 明治座

清水　彰,小沢慶太郎,
波多　昇,岡　泰正,千早
隆子,岡田映一,大町章
二郎,東大二朗,森ひろ
子,前田利夫,高倉典江,
天野新二,大山克巳,飯
田　徹,吉田柳児,田中
林輔,郡司八郎他



34

№ 年月 タイトル 劇団名 原作者/原案 作/脚本/脚色 役名 劇場名 共演者

35 1961.10 アリラン軒 新国劇 北條秀司 近所の人 明治座

辰巳柳太郎,石山健二
郎,宮島　誠,最上竜二
郎,波多　昇,東大二朗,
小沢慶太郎,小村俊明,
千早隆子,松木悟朗,初
瀬乙羽,清水　彰,香川
桂子,外崎恵美子,郡司
八郎,島田正吾他

36 1961.10

宮本武蔵
通夜童子の巻
小次郎の巻
巌流島の巻

新国劇 吉川英治 宇野信夫 三之助の父 明治座

辰巳柳太郎,郡司八郎,
宮本曠二朗,松木悟朗,
波多　昇,岡田映一,東
大二朗,岡　泰正,野村
清一郎,河村憲一郎,大
山克巳,石山健二郎,久
松喜世子,島田正吾他

37 1961.11 五文叩き 新国劇 長谷川伸 願人坊主 名鉄ホール

清水　彰,小沢慶太郎,
波多　昇,岡　泰正,千早
隆子,岡田映一,大町章
二郎,東大二朗,森ひろ
子,前田利夫,高倉典江,
天野新二,大山克巳,飯
田　徹,吉田柳児,田中
林輔,宮本曠二朗,郡司
八郎他

38 1961.11
戦国悪党伝
第一部 愛情篇
第二部 対決篇

新国劇 戸川幸夫 中江良夫 高杉隼人光次 名鉄ホール

島田正吾,石山健二郎,
清水　彰,松木悟朗,郡
司八郎,波多　昇,外崎
恵美子,最上竜二郎,大
山克巳,清水　彰,宮本
曠二朗,秋月正夫,野村
清一郎,河村憲一郎,辰
巳柳太郎他

39 1961.11 殺陣 田村 新国劇
(立案)澤田正二
郎

(ワキ) 東京・産経ホール

辰巳柳太郎,島田正吾,
宮本曠二朗,大山克巳,
清水　彰,河村憲一郎,
波多　昇,岡田映一,大
町章二郎,東大二朗,小
沢慶太郎,吉田柳児,前
田利夫,小村俊明,宮島
　誠,最上竜二郎他

40 1961.12 六人の暗殺者 新国劇 菊島隆三 中江良夫

伊吹武四郎
土佐藩士・曾
和
（いずれの役
も大山克巳と
一日交替）

新橋演舞場

島田正吾,岡　泰正,高
倉典江,清水　彰,小沢
慶太郎,野村清一郎,宮
本曠二朗,石山健二郎,
秋月正夫,辰巳柳太郎
他

41 1961.12 舶来巾着切 新国劇 長谷川伸 外国の船員 新橋演舞場

辰巳柳太郎,小沢慶太
郎,石山健二郎,河村憲
一郎,波多　昇,大山克
巳,宮本曠二朗,岡　泰
正,外崎恵美子,香川桂
子,島田正吾他

42 1961.12 山鳩 新国劇 北條秀司 団体客 新橋演舞場

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,大町章二郎,宮本曠
二朗,高倉典江,郡司八
郎,秋月正夫,石山健二
郎,波多　昇,外崎恵美
子,島田正吾他

43 1961.12 紋三郎の秀 新国劇 子母澤寛 取次ぎの子分 新橋演舞場

島田正吾,野村清一郎,
秋月正夫,田代百合子,
初瀬乙羽,宮島　誠,最
上竜二郎,野村清一郎,
宮本曠二朗,石山健二
郎,河村憲一郎他

44 1962.01 人間動物園 新国劇 菊島隆三 安藤日出男 平野一郎 明治座

清水　彰,千早隆子,森
ひろ子,小沢慶太郎,大
山克巳,岡　泰正,初瀬
乙羽,宮本曠二朗,波多
　昇,秋月正夫,外崎恵
美子,郡司八郎,島田正
吾他

45 1962.01 実川延若 新国劇 郷田悳作 若い男 明治座

辰巳柳太郎,野村清一
郎,二葉早苗,小沢慶太
郎,宮本曠二朗,郡司八
郎,河村憲一郎,大山克
巳,高倉典江,清水　彰,
石山健二郎,島田正吾
他
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46 1962.01 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 土地の百姓 明治座

島田正吾,秋月正夫,久
松喜世子,宮本曠二朗,
河村憲一郎,野村清一
郎,石山健二郎,波多　
昇,辰巳柳太郎他

47 1962.03 赤穂浪士 新国劇 大佛次郎 宇野信夫 大石主税 新橋演舞場

島田正吾,河村憲一郎,
石山健二郎,秋月正夫,
伊吹総太朗,大山克巳,
香川桂子,初瀬乙羽,東
大二郎,清水　彰,久松
喜世子,辰巳柳太郎他

48 1962.03 大菩薩峠 新国劇 中里介山
(劇化)中里介山
(脚色)谷屋　充

虚無僧 新橋演舞場

辰巳柳太郎,岡　泰正,
松木悟朗,最上竜二郎,
宮本曠二朗,郡司八郎,
野村清一郎,秋月正夫,
香川桂子,石山健二郎,
島田正吾他

49 1962.04 無法松 新国劇 岩下俊作 中江良夫 荒船の身内 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,秋月正夫,香川桂子,
大山克巳,郡司八郎,野
村清一郎,島田正吾他

50 1962.04 戦国悪党伝 新国劇 戸川幸夫 中江良夫 高杉隼人光次 大阪新歌舞伎座

島田正吾,郡司八郎,清
水　彰,外崎恵美子,最
上竜二郎,秋月正夫,大
山克巳,伊吹総太朗,宮
本曠二朗,野村清一郎,
河村憲一郎,辰巳柳太
郎他

51 1962.05 無法松の一生 新国劇 岩下俊作 中江良夫 荒船の身内 新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,秋月正夫,香川桂子,
大山克巳,河村憲一郎,
郡司八郎,野村清一郎,
島田正吾他

52 1962.05 隼風の仙太 新国劇 中江良夫
旅僧
(お咲の兄良之
助)

新宿コマ劇場

島田正吾,秋山啓三,香
川桂子,秋月正夫,郡司
八郎,清水　彰,外崎恵
美子,河村憲一郎,宮本
曠二朗,野村清一郎,辰
巳柳太郎他

53 1962.06 生首座頭市 新国劇 子母澤寛 宇野信夫 村人 明治座

島田正吾,秋月正夫,郡
司八郎,宮本曠二朗,松
木悟朗,外崎恵美子,高
倉典江,河村憲一郎,清
水　彰,大山克巳,初瀬
乙羽,野村清一郎,辰巳
柳太郎他

54 1962.06 ビルマの竪琴 新国劇 竹山道雄 菊田一夫 英兵 明治座

島田正吾,秋月正夫,河
村憲一郎,清水　彰,松
木悟朗,波多　昇,宮本
曠二朗,伊吹総太朗,野
村清一郎,外崎恵美子,
辰巳柳太郎他

55 1962.06 新撰組 新国劇 宇野信夫 沖田総司 明治座

辰巳柳太郎,秋月正夫,
初瀬乙羽,野村清一郎,
外崎恵美子,宮島　誠,
河村憲一郎,小沢慶太
郎,東大二朗,岡　泰正,
波多　昇,島田正吾他

56 1962.07 無法松の一生 新国劇 岩下俊作 中江良夫 荒船の身内 栃木会館

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,秋月正夫,岡　泰正,
松木悟朗,香川桂子,大
山克巳,河村憲一郎,波
多　昇,郡司八郎,野村
清一郎,初瀬乙羽,島田
正吾他

57 1962.07
大殺陣　第二景 荒神山
(釈迦堂前)

新国劇
(構成)浜田右二
郎

庄吉 長野・北澤会館

大山克巳,郡司八郎,清
水　彰,岡　泰正,松木悟
朗,波多　昇,岡田映一,
東大二朗,小沢慶太郎,
吉田柳児,宮島　誠,伊
吹総太朗,宮本曠二朗
他
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58 1962.08 無法松の一生 新国劇 岩下俊作 中江良夫 荒船の身内 名鉄ホール

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
河村憲一郎,宮本曠二
朗,秋月正夫,香川桂子,
大山克巳,河村憲一郎,
郡司八郎,野村清一郎,
島田正吾他

59 1962.08 生首座頭市 新国劇 子母澤寛 宇野信夫 村人 名鉄ホール

島田正吾,秋月正夫,郡
司八郎,宮本曠二朗,松
木悟朗,外崎恵美子,高
倉典江,河村憲一郎,清
水　彰,大山克巳,初瀬
乙羽,野村清一郎,辰巳
柳太郎他

60 1962.09 山鳩 新国劇 北條秀司
ハイキングの学
生

大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,宮本曠二朗,初瀬乙
羽,郡司八郎,秋月正夫,
千早隆子,岡　泰正,波
多　昇,外崎恵美子,島
田正吾他

61 1962.09 隼風の仙太 新国劇 中江良夫
旅僧
(お咲の兄良之
助)

大阪新歌舞伎座

島田正吾,香川桂子,秋
月正夫,郡司八郎,大山
克巳,高倉典江,清水　
彰,外崎恵美子,河村憲
一郎,宮本曠二朗,野村
清一郎,辰巳柳太郎他

62 1962.09 ビルマの竪琴 新国劇 竹山道雄 菊田一夫 英兵 大阪新歌舞伎座

島田正吾,秋月正夫,河
村憲一郎,清水　彰,松
木悟朗,波多　昇,宮本
曠二朗,伊吹総太朗,野
村清一郎,外崎恵美子,
辰巳柳太郎他

63 1962.09 酒と女と槍 新国劇 海音寺潮五郎 佐々木武観 福島家の使者 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,香川桂子,
高倉典江,岡　泰正,郡
司八郎,清水　彰,秋山
啓三,最上竜二郎,河村
憲一郎,野村清一郎,秋
月正夫,島田正吾他

64 1962.10 殺陣師段平 新国劇 長谷川幸延 澤田正二郎 新宿コマ劇場

島田正吾,秋月正夫,河
村憲一郎,清水　彰,松
木悟朗,郡司八郎,香川
桂子,高倉典江,宮本曠
二朗,岡　泰正,小沢慶
太郎,野村清一郎,初瀬
乙羽,外崎恵美子,辰巳
柳太郎他

65 1962.10 酒と女と槍 新国劇 海音寺潮五郎 佐々木武観 福島家の使者 新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,香川桂子,
高倉典江,岡　泰正,郡
司八郎,清水　彰,秋山
啓三,最上竜二郎,河村
憲一郎,野村清一郎,秋
月正夫,島田正吾他

66
(1962.10
～1962.11)

海の星 新国劇 八木隆一郎 篤一 (大分県内ヵ)

清水　彰,高倉典江,野
村清一郎,飯田　徹,波
多昇,初瀬乙羽,大山克
巳,最上竜二郎,東大二
朗,寺津四郎,森ひろ子,
岡田映一他

67
(1962.10
～1962.11)

極付 国定忠治
才兵衛茶屋より小松原
まで

新国劇 行友李風 若い者 三太 (大分県内ヵ)

辰巳柳太郎,秋月正夫,
清水　彰,大山克巳,東
大二朗,寺津四郎,前田
利夫,飯田　徹,最上竜
二郎,波多　昇,初瀬乙
羽,高倉典江,森ひろ子,
岡田映一,清水　彰他

68
(1962.10
～1962.11)

殺陣 田村 新国劇
(立案)澤田正二
郎

(ワキ) (大分県内ヵ)

清水　彰,東大二朗,大
山克巳,波多　昇,岡田
映一,飯田　徹,前田利
夫,最上竜二郎,寺津四
郎,黒田　伸,寺津四郎,
藤森弘義他

69 1962.12 大根役者 新国劇 宇野信夫 姉川斧太郎 明治座

島田正吾,秋月正夫,岡
　泰正,松木悟朗,岡田
映一,高倉典江,香川桂
子,郡司八郎,宮本曠二
朗,河村憲一郎,外崎恵
美子他
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70 1962.12 戦国秘聞　残酷の河 新国劇 菊島隆三 彦市 明治座

辰巳柳太郎,清水　彰,
宮本曠二朗,野村清一
郎,朝丘雪路,郡司八郎,
波多　昇,大山克巳,小
沢慶太郎,吉田柳児,河
村憲一郎,岡　泰正,島
田正吾他

71 1962.12 おいろけ説法 新国劇 今　東光
(シナリオ)椎名
竜治,中江良夫

町の人 明治座

辰巳柳太郎,外崎恵美
子,大山克巳,野村清一
郎,朝丘雪路,高倉典江,
郡司八郎,笠置シヅ子,
岡　泰正,松木悟朗,河
村憲一郎,宮本曠二朗
他

72 1962.12
続 戦国悪党伝　阿仁の
太郎

新国劇 戸川幸夫 椎名竜治 織田信長 明治座

島田正吾,野村清一郎,
高倉典江,河村憲一郎,
清水　彰,宮本曠二朗,
小沢慶太郎,桜むつ子,
秋月正夫,大山克巳,朝
丘雪路,笠置シヅ子,香
川桂子,外崎恵美子,辰
巳柳太郎他

73 1963.01 殺陣師段平 新国劇 長谷川幸延 澤田正二郎
大阪・サンケイホ
ール

島田正吾,秋月正夫,河
村憲一郎,清水　彰,松
木悟朗,郡司八郎,香川
桂子,高倉典江,宮本曠
二朗,岡　泰正,小沢慶
太郎,野村清一郎,初瀬
乙羽,外崎恵美子,辰巳
柳太郎他

74 1963.01 新撰組 新国劇 宇野信夫 沖田総司
大阪・サンケイホ
ール

辰巳柳太郎,秋月正夫,
初瀬乙羽,野村清一郎,
外崎恵美子,大山克巳,
宮島　誠,河村憲一郎,
小沢慶太郎,東大二朗,
小沢慶太郎,新井信太
郎,岡　泰正,波多　昇,
宮本曠二朗,島田正吾
他

75 1963.03 王将 坂田三吉伝 新国劇 北條秀司
山田
(坂田三吉の弟
子)

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,宮本曠二朗,外崎恵
美子,野村清一郎,初瀬
乙羽,東大二朗,大山克
巳,高倉典江,秋月正夫,
島田正吾他

76 1963.03
喧嘩富士
－新場の兄弟－

新国劇 宇野信夫 直吉 新宿コマ劇場

島田正吾,秋月正夫,岡
田映一,河村憲一郎,初
瀬乙羽,松木悟朗,最上
竜二郎,野村清一郎,東
大二朗,岡　泰正,香川
桂子,高倉典江,郡司八
郎,外崎恵美子,辰巳柳
太郎他

77 1963.04 王将 坂田三吉伝 新国劇 北條秀司
山田
(坂田三吉の弟
子)

南座

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,宮本曠二朗,外崎恵
美子,野村清一郎,初瀬
乙羽,東大二朗,大山克
巳,高倉典江,秋月正夫,
島田正吾他

78 1963.04
喧嘩富士
－新場の兄弟－

新国劇 宇野信夫 直吉 南座

島田正吾,秋月正夫,岡
田映一,河村憲一郎,初
瀬乙羽,松木悟朗,伊吹
総太朗,野村清一郎,東
大二朗,岡　泰正,宮本
曠二朗,香川桂子,高倉
典江,郡司八郎,外崎恵
美子,辰巳柳太郎他

79 1963.05 戦国秘聞　残酷の河 新国劇 菊島隆三 彦市 梅田コマ劇場

辰巳柳太郎,清水　彰,
宮本曠二朗,野村清一
郎,郡司八郎,大山克巳,
波多　昇,小沢慶太郎,
吉田柳児,河村憲一郎,
岡　泰正,外崎恵美子,
島田正吾他
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80 1963.05
故吉川英治先生に捧げ
る
宮本武蔵 般若野の巻

新国劇 吉川英治 宇野信夫 役人 梅田コマ劇場

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,東大二朗,波多　昇,
高倉典江,清水　彰,野
村清一郎,郡司八郎,香
川桂子,松木悟朗,吉田
柳児,秋月正夫,久松喜
世子,島田正吾他

81 1963.06 祇園祭 新国劇 北條秀司 土地の男 明治座

辰巳柳太郎,外崎恵美
子,河村憲一郎,初瀬乙
羽,香川桂子,千早隆子,
岡　泰正,波多　昇,小沢
慶太郎,宮本曠二朗,清
水　　彰,野村清一郎,秋
月正夫,旭　輝子他

82 1963.06
立体シネドラマによる
次郎長外伝 荒神山 吉
良の仁吉

新国劇
(口演)三代目 神田
伯山

瀬戸英一
桶屋の鬼吉
(治郎長の子
分)

明治座

辰巳柳太郎,久松喜世
子,宮本曠二朗,小沢慶
太郎,大山克巳,岡　泰
正,波多　昇,野村清一
郎,郡司　良,清水　彰,
東大二朗,河村憲一郎,
秋月正夫,朝丘雪路,島
田正吾他

83 1963.06 緊急深夜版 新国劇
Ｗ・Ｐ・マッギバー
ン

(シナリオ)菊島
隆三,増村保造
(脚色)霜川達志

石塚邦夫
(西部タイムス
記者)

明治座

島田正吾,笠置シヅ子,
小沢慶太郎,大山克巳,
清水　彰,岡　泰正,波多
　昇,宮本曠二朗,外崎
恵美子,伊吹総太朗,野
村清一郎,朝丘雪路,辰
巳柳太郎他

84 1963.06 真田軍記 新国劇 井上　靖 川口松太郎 真田幸村 明治座

辰巳柳太郎,大山克巳,
野村清一郎,河村憲一
郎,郡司　良,宮本曠二
朗,清水　彰,岡泰正,松
木悟朗,波多　昇,香川
桂子他

85 (1963.07) 王将 坂田三吉伝 新国劇 北條秀司
坂田三吉の弟
子
山田

姫路市手柄山・厚
生会館

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,清水　彰,外崎恵美
子,野村清一郎,初瀬乙
羽,小沢慶太郎,香川桂
子,大山克巳,高倉典江,
秋月正夫,島田正吾他

86 (1963.07) 座頭水滸伝 新国劇 子母澤寛 宇野信夫 神官
姫路市手柄山・厚
生会館

島田正吾,高倉典江,外
崎恵美子,岡田映一,小
沢慶太郎,岡　泰正,郡
司　良,松木悟朗,宮本
曠二朗,波多　昇,初瀬
乙羽,野村清一郎,辰巳
柳太郎,秋月正夫他

87 (1963.07) 殺陣 田村 新国劇
(立案)澤田正二
郎

(ワキ)
姫路市手柄山・厚
生会館

清水　彰,宮本曠二朗,
東大二朗,大山克巳,小
沢慶太郎,吉田柳児,前
田利夫,小村俊明,宮島
　誠,寺沢勝雄,伊吹総
太朗,新井信太郎,寺津
四郎他

88 1963.08 王将 坂田三吉伝 新国劇 北條秀司
坂田三吉の弟
子
山田

仙台・電力ホール

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,清水　彰,外崎恵美
子,野村清一郎,初瀬乙
羽,小沢慶太郎,香川桂
子,大山克巳,高倉典江,
秋月正夫,島田正吾他

89 1963.08 紋三郎の秀 新国劇 子母澤寛 ガマの油売り 仙台・電力ホール

島田正吾,野村清一郎,
初瀬乙羽,清水　彰,宮
島　誠,岡　泰正,伊吹総
太朗,大山克巳,高倉典
江,吉田柳児,岡田映一,
野村清一郎,宮本曠二
朗,河村憲一郎,秋月正
夫他

90 1963.08 熱原の三烈士 新国劇
出雲　隆
(潤色)内川清一
郎

弥六郎
東京・サンケイホ
ール

島田正吾,郡司　良,大
山克巳,宮島　誠,秋月
正夫,河村憲一郎,清水
　彰,岡　泰正,宮本曠二
朗,岡田映一,小沢慶太
郎,高倉典江,千早隆子,
香川桂子,辰巳柳太郎
他
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91 1963.08 花と龍 新国劇 火野葦平 中江良夫 松川源十
東京・サンケイホ
ール

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
大山克巳,高倉典江,野
村清一郎,郡司　良,河
村憲一郎,小沢慶太郎,
宮本曠二朗,秋月正夫,
島田正吾他

92 1963.09 芸者学校 新国劇 花登　筺

広田
(東大出の療養
者→置屋静栁
番頭)

明治座

辰巳柳太郎,清水　彰,
千早隆子,初瀬乙羽,香
川桂子,高倉典江,小沢
慶太郎,秋月正夫,岡泰
正,河村憲一郎,野村清
一郎,郡司　良,多摩幸
子,旭　輝子,島田正吾
他

93 1963.09 白菊小僧 新国劇 宇野信夫
清次
(熊谷の目明し)

明治座

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,秋月正夫,河村
憲一郎,野村清一郎,岡
　泰正,清水　彰,波多
昇,宮本曠二朗,岡田映
一,辰巳柳太郎他

94 1963.09 馬喰一代 新国劇 中山正男

(シナリオ)田坂　
啓,井手雅人
(潤色)田中林輔
(脚色)内川清一
郎

牛五郎(旅馬
喰)

明治座

島田正吾,野村清一郎,
清水　彰,岡　泰正,郡司
　良,河村憲一郎,宮本
曠二朗,初瀬乙羽,外崎
恵美子,香川桂子,千早
隆子,高倉典江,小沢慶
太郎,久松喜世子,辰巳
柳太郎他

95 1963.09 喧嘩や狂介 新国劇 川口松太郎 本田俊太郎 明治座

辰巳柳太郎,松木悟朗,
飯田　徹,宮本曠二朗,
小沢慶太郎,秋月正夫,
岡田映一,高倉典江,郡
司　良,野村清一郎,大
山克巳,旭　輝子,島田
正吾他

96 1963.10 颱風族 新国劇 村越一二 次郎 新宿コマ劇場

高倉典江,吉村美紀,上
杉淳子,小柳ナナ子,星
由美子,藤森弘義(後に
真田健一郎),風間義夫,
松木悟朗他

97 1963.10
長谷川伸先生追悼公演
一本刀土俵入

新国劇 長谷川伸 百姓 新宿コマ劇場

島田正吾,郡司　良,香
川桂子,初瀬乙羽,清水
　彰,松木悟朗,最上竜
二郎,野村清一郎,河村
憲一郎,秋月正夫,波多
　昇,宮本曠二朗,大山
克巳,伊吹総太朗,宮島
　誠,辰巳柳太郎他

98 1963.10 新残酷物語 霧の城 新国劇 南條範夫
中江良夫
田中林輔

里村藤之助
(最上義康家
臣)

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,岡田映一,
東大二朗,岡　泰正,野
村清一郎,小沢慶太郎,
郡司　良,高倉典江,初
瀬乙羽,河村憲一郎,秋
月正夫,清水　彰,宮島　
誠,大山克巳,外崎恵美
子,島田正吾他

99 1963.11 熱原の三烈士 新国劇
出雲　隆
(潤色)内川清一
郎

弥六郎 読売ホール

島田正吾,郡司　良,大
山克巳,宮島　誠,秋月
正夫,河村憲一郎,清水
　彰,岡　泰正,宮本曠二
朗,岡田映一,小沢慶太
郎,高倉典江,千早隆子,
香川桂子,辰巳柳太郎
他

100 1963.11 人生劇場　飛車角篇 新国劇 尾崎士郎 中江良夫 青成瓢吉 読売ホール

辰巳柳太郎,河村憲一
郎,清水　彰,小沢慶太
郎,初瀬乙羽,最上竜二
郎,高倉典江,香川桂子,
郡司良,松木悟朗,秋月
正夫,宮島　誠,大山克
巳,岡　泰正,宮本曠二
朗,島田正吾他
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101 1963.12 殺陣師段平 新国劇 (原案)行友李風 長谷川幸延 澤田正二郎 御園座

島田正吾,秋月正夫,河
村憲一郎,清水　彰,松
木悟朗,郡司　良,香川
桂子,高倉典江,宮本曠
二朗,岡　泰正,宮島　
誠,小沢慶太郎,野村清
一郎,最上竜二郎,初瀬
乙羽,辰巳柳太郎他

102 1963.12 真田軍記 新国劇 井上　靖 川口松太郎 真田幸村 御園座

辰巳柳太郎,大山克巳,
野村清一郎,河村憲一
郎,郡司　良,宮本曠二
朗,清水　彰,岡　泰正,
松木悟朗,波多　昇,香
川桂子他

103 1963.12 花と龍 新国劇 火野葦平 中江良夫 松川源十 御園座

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
大山克巳,高倉典江,野
村清一郎,郡司　良,河
村憲一郎,小沢慶太郎,
宮本曠二朗,秋月正夫,
島田正吾他

104 1963.12
喧嘩富士
－新場の兄弟－

新国劇 宇野信夫 直吉 御園座

島田正吾,秋月正夫,岡
田映一,河村憲一郎,初
瀬乙羽,松木悟朗,伊吹
総太朗,野村清一郎,東
大二朗,岡　泰正,宮本
曠二朗,香川桂子,高倉
典江,郡司　良,外崎恵
美子,辰巳柳太郎他

105 1964.01 花外楼物語 新国劇 花登　筺
石田
(板前見習)

明治座

野村清一郎,浪花千栄
子,外崎恵美子,秋月正
夫,河村憲一郎,初瀬乙
羽,大山克巳,長谷川季
子,郡司　良,岡　泰正,
吉田柳児,高倉典江他

106 1964.01 新書 太閤記　第一部 新国劇 吉川英治 八住利雄 渡辺天蔵 明治座

島田正吾,大山克巳,香
川桂子,野村清一郎,河
村憲一郎,清水　彰,外
崎恵美子,高倉典江,岡
　泰正,郡司　良,松木悟
朗,波多　昇,小沢慶太
郎,久松喜世子,辰巳柳
太郎他

107 1964.01 新書 太閤記　第二部 新国劇 吉川英治 八住利雄 渡辺天蔵 明治座

島田正吾,野村清一郎,
秋月正夫,大山克巳,初
瀬乙羽,香川桂子,河村
憲一郎,清水　彰,外崎
恵美子,高倉典江,小沢
慶太郎,長谷川季子,久
松喜世子,辰巳柳太郎
他

108
1964.01
～1964.02

熱原の三烈士 新国劇
出雲　隆
(潤色)内川清一
郎

弥六郎
大阪・サンケイホ
ール

島田正吾,郡司　良,大
山克巳,宮島　誠,秋月
正夫,河村憲一郎,清水
　彰,岡　泰正,宮本曠二
朗,岡田映一,小沢慶太
郎,高倉典江,千早隆子,
香川桂子,辰巳柳太郎
他

109
1964.01
～1964.02

花と龍 新国劇 火野葦平 中江良夫 松川源十
大阪・サンケイホ
ール

辰巳柳太郎,初瀬乙羽,
大山克巳,高倉典江,野
村清一郎,郡司　良,河
村憲一郎,小沢慶太郎,
宮本曠二朗,清水　彰,
秋月正夫,旭　輝子他

110 1964.02 真田軍記 新国劇 井上　靖 川口松太郎 真田幸村 南座

辰巳柳太郎,大山克巳,
野村清一郎,河村憲一
郎,郡司　良,宮本曠二
朗,清水　彰,岡　泰正,
松木悟朗,波多　昇,香
川桂子他

111 1964.02 座頭水滸伝 新国劇 子母澤寛 宇野信夫 神官 南座

島田正吾,高倉典江,外
崎恵美子,岡田映一,小
沢慶太郎,岡　泰正,郡
司　良,松木悟朗,宮本
曠二朗,波多　昇,初瀬
乙羽,野村清一郎,辰巳
柳太郎,秋月正夫他
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112 1964.03 高速道路は知っていた 新国劇 中野　実
岡田章司
(昭和産業・技
師)

新宿コマ劇場

島田正吾,香川桂子,星
由美子,高倉典江,清水
　彰,大山克巳,波多　
昇,最上竜二郎,野村清
一郎,秋月正夫,郡司　
良,松木悟朗,宮本曠二
朗,岡　泰正,初瀬乙羽,
外崎恵美子,辰巳柳太
郎他

113 1964.03
行友李風先生追善公演
極付 国定忠治

新国劇 行友李風
清水の巌鉄
(国定忠治の子
分)

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,野村清一
郎,秋月正夫,清水　彰,
宮本曠二朗,郡司　良,
大山克巳,東大二朗,吉
田柳児,小沢慶太郎,松
木悟朗,初瀬乙羽,高倉
典江,岡　泰正,外崎恵
美子,島田正吾他

114 1964.03 荒木又右衛門

(社団法人
日本俳優協
会・第六回 
俳優祭)

長谷川伸 河合武右衛門 新橋演舞場

辰巳柳太郎,大山克巳,
伊吹総太朗,岡　泰正,
宮島　誠,宮本曠二朗,
岡田映一,飯田徹也,小
沢慶太郎,島田正吾他

115 1964.04 馬喰一代 新国劇 中山正男

(シナリオ)田坂　
啓,井手雅人
(潤色)田中林輔
(脚色)内川清一
郎

牛五郎(旅馬
喰)

御園座

島田正吾,野村清一郎,
清水　彰,岡　泰正,郡司
　良,大山克巳,宮本曠
二朗,初瀬乙羽,外崎恵
美子,香川桂子,千早隆
子,高倉典江,小沢慶太
郎,久松喜世子,秋月正
夫,辰巳柳太郎他

116 1964.04
立体シネドラマ
霧の城

新国劇 南條範夫 中江良夫
里村藤之助
(最上義康家
臣)

御園座

辰巳柳太郎,宮本曠二
朗,岡田映一,東大二朗,
岡　泰正,野村清一郎,
小沢慶太郎,郡司　良,
高倉典江,初瀬乙羽,清
水　彰,宮島　誠,大山克
巳,外崎恵美子,秋月正
夫,島田正吾他

117 1964.04 戦国秘聞　残酷の河 新国劇 菊島隆三 彦市 御園座

辰巳柳太郎,清水　彰,
宮本曠二朗,野村清一
郎,郡司　良,香川桂子,
大山克巳,波多　昇,小
沢慶太郎,吉田柳児,東
大二朗,岡田映一,岡　
泰正,小畑絹子,久松喜
世子,島田正吾他

118 1964.04
立体シネドラマ
次郎長外伝 荒神山 長
吉の家より福泉寺まで

新国劇
(口演)三代目 神田
伯山

瀬戸英一
門井門之助
(安濃徳の用心
棒)

御園座

大山克巳,高倉典江,久
松喜世子,最上竜二郎,
宮本曠二朗,小沢慶太
郎,岡　泰正,波多　昇,
野村清一郎,郡司　良,
清水　彰,東大二朗,秋
月正夫,島田正吾他

119 1964.05 桂三木助 新国劇 安藤鶴夫 四谷の先生 明治座

島田正吾,香川桂子,郡
司　良,大山克巳,高倉
典江,千早隆子,野村清
一郎,宮本曠二朗,岡　
泰正,外崎恵美子,佐山
俊二,旭　輝子,由利　徹
他

120 1964.05 荒木又右衛門 新国劇 長谷川伸 河合又五郎 明治座

辰巳柳太郎,清水　彰,
初瀬乙羽,大山克巳,小
沢慶太郎,野村清一郎,
宮本曠二朗,香川桂子,
岡　泰正,伊吹総太朗,
吉田柳児,郡司　良,朝
丘雪路,島田正吾他

121 1964.05 パイナップル軍楽隊 新国劇 (原案)團伊玖磨 花登　筺 三条軍曹 明治座

辰巳柳太郎,大山克巳,
佐山俊二,旭　輝子,波
多　昇,宮本曠二朗,小
沢慶太郎,岡田映一,東
大二朗,吉田柳児,高倉
典江,最上竜二郎,朝丘
雪路,由利　徹他
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122 1964.05 喧嘩旅 清水一家 新国劇 小島政二郎 阿久津源 巾下の長兵衛 明治座

島田正吾,大山克巳,朝
丘雪路,高倉典江,野村
清一郎,小沢慶太郎,初
瀬乙羽,清水　彰,郡司　
良,宮本曠二朗,宮島　
誠,香川桂子,波多　昇,
辰巳柳太郎他

123 1964.06 殴り込み部隊 新国劇 中江良夫 草野見習士官 梅田コマ劇場

辰巳柳太郎,清水　彰,
郡司　良,松木悟朗,大
山克巳,宮島　誠,高倉
典江,宮本曠二朗,吉村
美紀,千早隆子,井手良
男,イーデス・ハンソン,
三条美紀他

124 1964.06 喧嘩富士 新国劇 宇野信夫 直吉 梅田コマ劇場

島田正吾,秋月正夫,岡
田映一,初瀬乙羽,松木
悟朗,伊吹総太朗,野村
清一郎,東大二朗,岡　
泰正,宮本曠二朗,香川
桂子,高倉典江,郡司　
良,小沢慶太郎,外崎恵
美子,辰巳柳太郎他

125 1964.07 殺陣 天地 新国劇 ワキ （不明）

大山克巳,伊吹総太朗,
前田利夫,杉沢勝雄,寺
津四郎,新井信太郎,藤
森弘義,御影伸介,風間
義夫他

126 1964.09 虹に賭ける野郎ども 新国劇 花登　筺

国税庁職員・
欺し屋プロダク
ションのセール
ス
岡田

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,小沢慶太
郎,香川桂子,大山克巳,
郡司　良,野村清一郎,
外崎恵美子,吉田柳児,
高倉典江,宮本曠二朗,
岡田映一,初瀬乙羽,飯
田徹也,島田正吾他

127 1964.09 極付 新撰組 新国劇
行友李風
(補綴)村越一二

土方歳三 新宿コマ劇場

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,郡司　良,御影
伸介,吉田柳児,岡田映
一,宮本曠二朗,清水　
彰,小沢慶太郎,千早隆
子,辰巳柳太郎他

128 1964.11 残り星 新国劇 茂木草介 信田信吾 明治座

辰巳柳太郎,宮本曠二
朗,松木悟朗,岡　泰正,
山口京子,清水　彰,郡
司　良,岡田映一,香川
桂子,高倉典江,大山克
巳,野村清一郎,吉田柳
児他

129 1964.11 戦国悪党伝 新国劇 戸川幸夫 中江良夫 高杉隼人光次 明治座

島田正吾,郡司　良,清
水　彰,外崎恵美子,最
上竜二郎,秋月正夫,大
山克巳,伊吹総太朗,宮
本曠二朗,野村清一郎,
吉田柳児,辰巳柳太郎
他

130 1964.11 艶歌師 新国劇 花登　筺 記者 熊谷 明治座

島田正吾,高倉典江,香
川桂子,岡　泰正,松木
悟朗,大山克巳,野村清
一郎,外崎恵美子,郡司
　良,宮本曠二朗,初瀬
乙羽,吉田柳児,井手良
男,秋月正夫他

131 1964.12 朝霧 新国劇 川口松太郎 高浜 御園座

辰巳柳太郎,朝丘雪路,
野村清一郎,岡　泰正,
郡司　良,外崎恵美子,
香川桂子,千早隆子他

132 1964.12 新書 太閤記　第一部 新国劇 吉川英治 八住利雄 渡辺天蔵 御園座

島田正吾,大山克巳,香
川桂子,野村清一郎,清
水　彰,外崎恵美子,高
倉典江,岡　泰正,郡司　
良,松木悟朗,波多　昇,
宮本曠二朗,秋月正夫,
辰巳柳太郎他
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133 1964.12 芸者学校 新国劇 花登　筺
広田
(静柳の番頭)

御園座

辰巳柳太郎,清水　彰,
千早隆子,初瀬乙羽,香
川桂子,高倉典江,松井
博士,最上竜二郎,秋月
正夫,岡　泰正,野村清
一郎,郡司　良,山口京
子,今村悦子,波多　昇,
島田正吾他

134 1964.12 喧嘩旅 清水一家 新国劇 小島政二郎 阿久津源 一寸借松 御園座

島田正吾,大山克巳,朝
丘雪路,高倉典江,野村
清一郎,東大二朗,初瀬
乙羽,清水　彰,郡司　
良,宮本曠二朗,宮島　
誠,御影伸介,松井博士,
香川桂子,波多　昇,辰
巳柳太郎他

135
1965.01
～1965.02

總穏寺の仇撃 新国劇 長谷川伸 土屋万次郎 新橋演舞場

大山克巳,野村清一郎,
岡　泰正,宮島　誠,岡田
映一,山口京子,宮本曠
二朗，清水　彰,外崎恵
美子,郡司　良,高倉典
江,東大二朗,辰巳柳太
郎,島田正吾他

136
1965.01
～1965.02

喧嘩富士
－新場の兄弟－

新国劇 宇野信夫 直吉 新橋演舞場

島田正吾,秋月正夫,岡
田映一,最上竜二郎,初
瀬乙羽,松木悟朗,伊吹
総太朗,野村清一郎,東
大二朗,岡　泰正,宮本
曠二朗,香川桂子,高倉
典江,郡司　良,外崎恵
美子,辰巳柳太郎他

137
1965.01
～1965.02

慶安の狼 丸橋忠弥 新国劇 小幡欣治 丸橋忠弥 新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,初
瀬乙羽,高倉典江,野村
清一郎,秋月正夫,清水
　彰,岡　泰正,山岡徹
朗,松木悟朗,波多　昇,
宮本曠二朗,岡田映一,
東大二朗,飯田徹也,辰
巳柳太郎他

138 1965.03 風船玉計画 新国劇 松木ひろし 野尻公平 明治座

清水　彰,松木悟朗,高
倉典江,井手良男,宮本
曠二朗,最上竜二郎,桂
　広行,小柳ナナ子,岡　
泰正,山口京子,吉村美
紀他

139 1965.03 戦国商法伝 新国劇 花登　筺
兵頭
(十郎太の一
族)

明治座

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,佐山俊二,初瀬
乙羽,最上竜二郎,東大
二朗,野村清一郎,宮本
曠二朗,岡　泰正,清水　
彰,松木悟朗,波多　昇,
吉田柳児,宮島　誠,由
利　徹,辰巳柳太郎他

140 1965.03 とんでもねぇやつ 新国劇 有馬頼義
菊島隆三,廣澤　
栄

黒金伍長 明治座

辰巳柳太郎,清水　彰,
宮本曠二朗,宮島　誠,
大山克巳,東大二朗,岡
田映一,伊吹総太朗,松
木悟朗,波多　昇,高倉
典江,初瀬乙羽,岡　泰
正,外崎恵美子,島田正
吾他

141 1965.04
越後獅子祭 片貝半四
郎

新国劇 長谷川伸 浅井朝之助 新宿コマ劇場

大山克巳,岡　泰正,清
水　彰,香川桂子,高倉
典江,吉村美紀,松木悟
朗,波多　昇,伊吹総太
朗,吉田柳児,宮島　誠,
御影伸介,藤森弘義,最
上竜二郎,東大二朗,初
瀬乙羽,秋月正夫他

142 1965.06 沼津兵学校 新国劇 八木隆一郎 俊平 明治座

大山克巳,高倉典江,野
村清一郎,上杉淳子,飯
田徹也,清水　彰,松木
悟朗,岡田映一,波多　
昇,東大二朗,最上竜二
郎,宮本曠二朗,外崎恵
美子,秋月正夫,島田正
吾他
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143 1965.06 悪人はやり 長庵と三次 新国劇 宇野信夫 長庵弟子 良順 明治座

辰巳柳太郎,香川桂子,
野村清一郎,高倉典江,
大山克巳,岡　泰正,吉
村美紀,松木悟朗,飯田
徹也,清水　彰,波多　
昇,東大二朗,吉田柳児,
初瀬乙羽,秋月正夫,島
田正吾他

144 1965.06 春日山御門 新国劇 長谷川伸 神納杢之允 明治座

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,岡　泰正,最上
竜二郎,香川桂子,野村
清一郎,清水　彰,宮本
曠二朗,岡田映一,宮島
　誠,井手良男,山岡徹
朗,伊吹総太朗,秋月正
夫,辰巳柳太郎他

145 1965.07 慶安の狼 丸橋忠弥 新国劇 小幡欣治 丸橋忠弥 御園座

島田正吾,大山克巳,初
瀬乙羽,高倉典江,秋月
正夫,清水　彰,郡司　
良,岡　泰正,吉田柳児,
松木悟朗,波多　昇,宮
本曠二朗,岡田映一,東
大二朗,最上竜二郎,伊
吹総太朗,辰巳柳太郎
他

146 1965.07 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 勢力の留五郎 御園座

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,清水　彰,香川
桂子,岡　泰正,宮本曠
二朗,宮島　誠,波多　
昇,伊吹総太朗,東大二
朗,最上竜二郎,秋月正
夫,久松喜世子,辰巳柳
太郎他

147 1965.07
吹けよ川風 ―勝 小吉
―

新国劇 榎本滋民 男谷精一郎 御園座

島田正吾,大山克巳,外
崎恵美子,岡　泰正,松
木悟朗,清水彰,波多　
昇,東大二朗,吉田柳児,
宮本曠二朗,伊吹総太
朗,香川桂子,千早隆子,
宮島　誠,高倉典江,秋
月正夫他

148 1965.07
国定忠治
－才兵衛茶屋より土蔵
大捕物までー

新国劇 行友李風 清水の巌鉄 御園座

辰巳柳太郎,秋月正夫,
清水　彰,宮本曠二朗,
郡司　良,大山克巳,東
大二朗,吉田柳児,小村
俊明,宮島　誠,吉村美
紀,松木悟朗,初瀬乙羽,
高倉典江,岡　泰正,外
崎恵美子,島田正吾他

149 1965.07 慶安の狼 新国劇 小幡欣治 丸橋忠弥 南座

島田正吾,大山克巳,初
瀬乙羽,高倉典江,秋月
正夫,清水　彰,郡司　
良,岡　泰正,吉田柳児,
松木悟朗,波多　昇,宮
本曠二朗,岡田映一,東
大二朗,最上竜二郎,伊
吹総太朗,辰巳柳太郎
他

150 1965.07
越後獅子祭 片貝半四
郎

新国劇 長谷川伸 浅井朝之助 南座

大山克巳,岡　泰正,清
水　彰,香川桂子,高倉
典江,吉村美紀,松木悟
朗,波多　昇,伊吹総太
朗,吉田柳児,宮島　誠,
御影伸介,藤森弘義,最
上竜二郎,東大二朗,初
瀬乙羽,秋月正夫他

151 1965.07 息子

(日本演劇
協会15周年
記念・演劇
人祭)

小山内薫 金次郎 歌舞伎座 大矢市次郎,加藤武

152 1965.09 坊っちゃん 新国劇 夏目漱石 村山知義
坊っちゃんこ
と,夏木壮一

明治座

大山克巳,高倉典江,上
杉淳子,吉田柳児,郡司
　良,清水　彰,松木悟
朗,宮本曠二朗,宮島　
誠,野村清一郎,佐々十
郎,大村　崑,辰巳柳太
郎他
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153 1965.09
吹けよ川風 ―幕末市
井伝―

新国劇 榎本滋民 男谷精一郎 明治座

島田正吾,大山克巳,外
崎恵美子,岡　泰正,松
木悟朗,清水　彰,波多　
昇,東大二朗,吉田柳児,
宮本曠二朗,伊吹総太
朗,香川桂子,千早隆子,
宮島誠,高倉典江,秋月
正夫他

154 1965.09
曇りのち雨・のち晴 『警
察日記』より

新国劇 伊藤永之介 花登　筺 小川 明治座

大山克巳,高倉典江,宮
本曠二朗,郡司　良,清
水　彰,南條みづ江,最
上竜二郎,岡　泰正,外
崎恵美子,飯田徹也,千
早隆子,伊吹総太朗,松
木悟朗,佐々十郎,大村
　崑,秋月正夫,辰巳柳
太郎他

155 1965.10 姿三四郎 新国劇 富田常雄 霜川達志 姿三四郎 新宿コマ劇場

大山克巳,高倉典江,秋
月正夫,東大二朗,吉田
柳児,清水　彰,郡司　
良,宮本曠二朗,飯田徹
也,御影伸介,野村清一
郎,伊吹総太朗,小村俊
明,藤森弘義,宮島　誠,
岡　泰正,外崎恵美子,
辰巳柳太郎他

156 1965.11 惜別の賦 新国劇 霜川達志 多田俊一郎 新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,外
崎恵美子,郡司　良,小
村俊明,宮島　誠,最上
竜二郎,伊吹総太朗,新
井信太郎,藤森弘義,御
影伸介,若林豪,吉田柳
児,岡　泰正,松木悟朗,
小柳ナナ子,清水　彰,
辰巳柳太郎他

157 1965.11 暗殺 新国劇 司馬遼太郎 谷屋　充 清河八郎 新橋演舞場

大山克巳,香川桂子,宮
本曠二朗,岡田映一,東
大二朗,小村俊明,宮島
　誠,岡　泰正,井手良
男,吉田柳児,伊吹総太
朗,新井信太郎,御影伸
介,最上竜二郎,波多　
昇,郡司　良,高倉典江,
辰巳柳太郎他

158 1965.11 井伊大老 新国劇 北條秀司 中杉三郎 新橋演舞場

辰巳柳太郎,秋月正夫,
野村清一郎,松木悟朗,
宮本曠二朗,東大二朗,
吉田柳児,波多　昇,飯
田徹也,岡　泰正,宮島　
誠,最上竜二郎,御影伸
介,伊吹総太朗,新井信
太郎,郡司　良,大山克
巳,島田正吾他

159 1965.12 太閤記 新国劇 吉川英治 菊島隆三
日吉
→木下藤吉郎
→豊臣秀吉

大阪新歌舞伎座

藤村志保,大山克巳,初
瀬乙羽,清水　彰,松木
悟朗,波多　昇,伊吹総
太朗,岡　泰正,吉田柳
児,郡司　良,宮本曠二
朗,東大二朗,御影伸介,
高倉典江,外崎恵美子,
島田正吾,辰巳柳太郎
他

160 1966.01
明治維新 その前夜
－奥羽－

(松竹時代
劇第二回公
演)

野口達三
志摩又右衛門
(仙台藩士)

東横ホール

市村竹之丞,宮島　誠,
宮本曠二朗,上杉淳子,
南條みづ江,杉沢勝雄,
岡　泰正,吉村美紀,御
影伸介,清水　彰,伊吹
総太朗,小村俊明,井手
良男,野村清一郎,沢村
精四郎他

161 1966.01
明治維新 その前夜
－奥羽－

(松竹時代
劇第二回公
演)

小幡欣治
木元孫十郎
(紀州藩士)

東横ホール

大山克巳,高倉典江,宮
島　誠,最上竜二郎,吉
田柳児,安田武史,奈良
重徳,水野善行,松木悟
朗,岡田映一,波多　昇,
香川桂子,千早隆子,吉
村美紀,井手良男,郡司
　良他
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162 1966.02 太閤記 新国劇 吉川英治 菊島隆三
木下藤吉郎
→豊臣秀吉

新橋演舞場

高倉典江,大山克巳,初
瀬乙羽,清水　彰,松木
悟朗,波多　昇,伊吹総
太朗,岡　泰正,吉田柳
児,郡司　良,宮本曠二
朗,東大二朗,御影伸介,
外崎恵美子,辰巳柳太
郎他

163 1966.02 上州お礼まいり 新国劇 榎本滋民
粂次
(旅中の博徒)

新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,高
倉典江,宮本曠二朗,郡
司　良,東大二朗,清水　
彰,香川桂子,新井信太
郎,飯田徹也,小村俊明,
吉田柳児,御影伸介,外
崎恵美子,秋月正夫他

164 1966.03 義経と弁慶 新国劇 富田常雄 土橋成男 弁慶 新宿コマ劇場

大山克巳,香川桂子,東
大二朗,清水　彰,郡司　
良,宮島　誠,波多　昇,
小村俊明,最上竜二郎,
岡田映一,伊吹総太朗,
藤森弘義,岡　泰正,辰
巳柳太郎他

165 1966.04
太閤記 藤吉郎とその
母

新国劇 吉川英治 茂木草介
サル
→木下藤吉郎
秀吉

大阪劇場

浪花千栄子,大山克巳,
高倉典江,清水　彰,松
木悟朗,伊吹総太朗,香
川桂子,森　章二,東大
二朗,新井信太郎,藤森
弘義,御影伸介,安田武
史,岡田映一,吉田柳児,
飯田徹也,宮本曠二朗,
岡　泰正,郡司　良他

166 1966.04 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 箱田の森介 大阪劇場

大山克巳,高倉典江,伊
吹総太朗,郡司　良,宮
島　誠,波多　昇,東大二
朗,松木悟朗,香川桂子,
最上竜二郎,杉沢勝雄,
桂広行,吉田柳児,山岡
徹朗,千早隆子,宮本曠
二朗,秋月正夫他

167 1966.06 若き日の旅 新国劇 北條秀司
鉄道省職員
青木

明治座

大山克巳,外崎恵美子,
香川桂子,岡　泰正,清
水　彰,波多　昇,郡司　
良,飯田徹也,吉田柳児,
東大二朗,宮島　誠,宮
本曠二朗,初瀬乙羽他

168 1966.06 修羅 新国劇 北條秀司 平　有光 明治座

辰巳柳太郎,山田五十
鈴,大山克巳,高倉典江,
波多　昇,若林　豪,吉田
柳児,初瀬乙羽,伊吹総
太朗,郡司　良,宮本曠
二朗,東大二朗,最上竜
二郎,野村清一郎,岡　
泰正,秋月正夫,島田正
吾他

169 1966.06 ゆく春の殺陣 新国劇 (構成)北條秀司 （殺陣） 明治座

大山克巳,伊吹総太朗,
吉田柳児,最上竜二郎,
杉沢勝雄,寺津四郎,新
井信太郎,藤森達雄,御
影伸介,安田武史,山岡
徹朗,井手良男,桂　広
行,若林　豪他

170 1966.06 白粉花 新国劇 北條秀司 宮崎作太郎 明治座

島田正吾,高倉典江,最
上竜二郎,御影伸介,岡
田映一,東大二朗,井手
良男,松木悟朗,南條み
づ江,清水　彰,岡　泰
正,初瀬乙羽,外崎恵美
子,山田五十鈴他

171 1966.06 雪の夜の殺陣 新国劇 北條秀司 平　有光 明治座

辰巳柳太郎,山田五十
鈴,大山克巳,高倉典江,
波多　昇,若林　豪,吉田
柳児,初瀬乙羽,伊吹総
太朗,郡司　良,宮本曠
二朗,東大二朗,最上竜
二郎,野村清一郎,岡　
泰正,秋月正夫,島田正
吾他
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172 1966.07 太閤記 新国劇 茂木草介
サル
→木下藤吉郎
秀吉

船橋ヘルスセンタ
ー大劇場

香川桂子,大山克巳他

173 1966.07 姿三四郎 新国劇 富田常雄 霜川達志 姿三四郎 御園座

高倉典江,秋月正夫,東
大二朗,吉田柳児,清水
　彰,郡司　良,宮本曠二
朗,飯田徹也,御影伸介,
野村清一郎,伊吹総太
朗,小村俊明,藤森達雄,
宮島　誠,岡　泰正,外崎
恵美子,辰巳柳太郎他

174 1966.07 義経と弁慶 新国劇 富田常雄 土橋成男 弁慶 御園座

大山克巳,香川桂子,東
大二朗,清水　彰,郡司　
良,宮島　誠,波多　昇,
小村俊明,最上竜二郎,
岡田映一,伊吹総太朗,
藤森達雄,岡　泰正,宮
本曠二朗,辰巳柳太郎
他

175 1966.09 天保水滸伝 新国劇 榎本滋民 幸重和之進 新宿コマ劇場

島田正吾,大山克巳,宮
本曠二朗,郡司　良,香
川桂子,東大二朗,波多
　昇,宮島　誠,松木悟
朗,井手良男,伊吹総太
朗,野村清一郎,外崎恵
美子,岡　泰正,清水　
彰,辰巳柳太郎他

176 1966.12
事件記者
－豪雪の中に－

新国劇 島田一男
東京日報記者
権堂

明治座

大山克巳,郡司　良,清
水　彰,東大二朗,小村
俊明,若林　豪,安田武
史,岡田映一,平井　洋,
御影伸介,吉田柳児,最
上竜二郎,宮本曠二朗,
藤森達雄,伊吹総太朗,
香川桂子,辰巳柳太郎,
島田正吾他

177 1966.12 紋三郎の秀 新国劇 子母澤寛 乙松 明治座

島田正吾,秋月正夫,野
村清一郎,初瀬乙羽,小
村俊明,伊吹総太朗,宮
島　誠,最上竜二郎,松
木悟朗,吉田柳児,清水
　彰,宮本曠二朗,外崎
恵美子他

178 1966.12 赤穂浪士 討入 新国劇 (構成)村越一二 清水一角 明治座

清水　彰,大山克巳,藤
森達雄,東大二朗,宮島
誠,小村俊明,杉沢勝雄,
新井信太郎,安田武史,
吉田柳児,岡田映一,松
木悟朗,飯田徹也,伊吹
総太朗,郡司　良,岡　泰
正,宮本曠二朗他

179 1967.02 あゝ同期の桜 新国劇

(原案)
海軍飛行予備学生
第十四期会編
『あゝ同期の桜・帰
らざる青春の手記』
毎日新聞社刊

榎本滋民
第十四期海軍
飛行予備学生
日野　肇

新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,藤
森達雄,吉田柳児,若林
　豪,井手良男,平井　
洋,高瀬敏光,最上竜二
郎,宮島　誠,御影伸介,
桂　広行,小村俊明,杉
沢勝雄,新井信太郎,清
水　彰,久松喜世子,秋
月正夫,辰巳柳太郎他

180 1967.02 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 勢力留五郎 新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,清
水　彰,香川桂子,岡　泰
正,宮本曠二朗,宮島　
誠,波多　昇,伊吹総太
朗,東大二朗,野村清一
郎,秋月正夫,久松喜世
子,辰巳柳太郎他

181 1967.02 殺陣 三番叟 新国劇
(構成)藤間勘十
郎

(シテ) 新橋演舞場

辰巳柳太郎,島田正吾,
大山克巳,伊吹総太朗,
杉沢勝雄,藤森達雄,御
影伸介,井手良男,奈良
重徳,毛利光伯,桂　広
行,水野善行,若林　豪
他
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182 1967.02 卍一家の跡目 新国劇 土橋成男 彦六 新橋演舞場

辰巳柳太郎,大山克巳,
宮本曠二朗,香川桂子,
初瀬乙羽,野村清一郎,
毛利光伯,伊吹総太朗,
東大二朗,小村俊明,宮
島　誠,小柳ナナ子,井
手良男,島田正吾他

183 1967.03 沼津兵学校 新国劇 八木隆一郎 俊平 御園座

大山克巳,水谷良重(現
・二代目 水谷八重子),
野村清一郎,郡司　良,
飯田徹也,清水　彰,松
木悟朗,岡田映一,波多
　昇,東大二朗,最上竜
二郎,宮本曠二朗,外崎
恵美子,大友柳太朗他

184 1967.03
極付 月形半平太
うれし野より大乗院まで

新国劇 行友李風
岡崎幸蔵
(大山克巳と一
日交替)

御園座

辰巳柳太郎,香川桂子,
清水　彰,千早隆子,宮
本曠二朗,波多　昇,小
村俊明,松木悟朗,安田
武史,宮島　誠,最上竜
二郎,伊吹総太朗,二葉
早苗,初瀬乙羽,秋月正
夫,大友柳太朗,島田正
吾他

185 1967.03 卍一家の跡目 新国劇 土橋成男 彦六 御園座

辰巳柳太郎,大山克巳,
宮本曠二朗,香川桂子,
初瀬乙羽,野村清一郎,
岡　泰正,伊吹総太朗,
東大二朗,小村俊明,宮
島　誠,千早隆子,南條
みづ江,松木悟朗,岡田
映一,飯田徹也,秋月正
夫,大友柳太朗他

186 1967.03 花の吉原百人斬り 新国劇 (原案)依田義賢 榎本滋民

治六
(佐野の絹物問
屋兼織元野州
屋番頭)

御園座

島田正吾,野村清一郎,
最上竜二郎,岡　泰正,
清水　彰,外崎恵美子,
千早隆子,香川桂子,波
多　昇,東大二朗,郡司　
良,宮本曠二朗,小村俊
明,宮島　誠,新井信太
郎,伊吹総太朗,大山克
巳,水谷良重他

187 1967.06 三国志
(東宝創立3
5周年記念
公演)

吉川英治 菊田一夫 呂布 東京宝塚劇場

八代目 松本幸四郎(後
に初代 松本白鸚),岡田
茉莉子,六代目 市川染
五郎(現・二代目 松本
白鸚),林　与一,浦島千
歌子,平田昭彦,清水　
彰,外崎恵美子,大山克
巳,三國連太郎,島田正
吾,辰巳柳太郎他

188 1967.04 花の宴 新国劇
霜川達志,斉藤
豊吉,花登　筺

二階堂酩亭
徹(酩亭の息
子)
木下藤吉郎

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,大山克巳,
東大二朗,飯田徹也,岡
　泰正,初瀬乙羽,香川
桂子,最上竜二郎,松木
悟朗,伊吹総太朗,清水
　彰,千早隆子,野村清
一郎,宮本曠二朗,秋月
正夫,森川　信,島田正
吾他

189 1967.05 京洛に陽は昇る 竹内伸光 土方歳三 新宿コマ劇場

村田英雄,山田太郎,北
条きく子,茶川一朗,深
山ゆり,大山克巳,人見　
明他

190 1967.07
あゝ同期の桜 雲滲む
屍

新国劇

(原案)
海軍飛行予備学生
第十四期会編
『あゝ同期の桜・帰
らざる青春の手記』
毎日新聞社刊

榎本滋民
第十四期海軍
飛行予備学生
日野　肇

大阪新歌舞伎座

島田正吾,大山克巳,藤
森達雄,若林　豪,井手
良男,平井　洋,高瀬敏
光,最上竜二郎,宮島　
誠,御影伸介,桂　広行,
小村俊明,杉沢勝雄,新
井信太郎,清水　彰,久
松喜世子,秋月正夫,辰
巳柳太郎他
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191 1967.07 殺陣 三番叟 新国劇
(構成)藤間勘十
郎

(シテ) 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,島田正吾,
大山克巳,伊吹総太朗,
杉沢勝雄,藤森達雄,御
影伸介,井手良男,奈良
重徳,毛利光伯,桂　広
行,水野善行,若林　豪
他

192 1967.07 卍一家の跡目 新国劇 土橋成男 彦六 大阪新歌舞伎座

辰巳柳太郎,大山克巳,
宮本曠二朗,香川桂子,
初瀬乙羽,野村清一郎,
岡　泰正,伊吹総太朗,
東大二朗,小村俊明,宮
島　誠,千早隆子,南條
みづ江,松木悟朗,岡田
映一,飯田徹也,秋月正
夫,大友柳太朗他

193 1967.10 上意討ち 新国劇 滝口康彦
(シナリオ)橋本　
忍
(脚本)榎本滋民

笹原与五郎 新橋演舞場

辰巳柳太郎,大山克巳,
香川桂子,初瀬乙羽,清
水　彰,野村清一郎,岡　
泰正,井手良男,桂　広
行,高瀬敏光,宮島　誠,
東大二朗,宮本曠二朗,
最上竜二郎,外崎恵美
子,伊吹総太朗,秋月正
夫,島田正吾他

194 1967.10 美しき落日 新国劇 北條秀司
井神五郎
(海軍少佐)

新橋演舞場

島田正吾,東大二朗,大
山克巳,外崎恵美子,久
松喜世子,波多　昇,吉
田柳児,飯田徹也,最上
竜二郎,岡　泰正,郡司　
良,宮本曠二朗,清水　
彰,秋月正夫,辰巳柳太
郎他

195 1967.10 妙義の暴れん坊 新国劇 土橋成男 片岡伊之介 新橋演舞場

大山克巳,清水　彰,岡
田映一,飯田徹也,吉田
柳児,千早隆子,松木悟
朗,東大二朗,最上竜二
郎,伊吹総太朗,宮島　
誠,香川桂子,波多　昇,
小柳ナナ子,岡泰正,宮
本曠二朗他

196 1967.12
あゝ同期の桜 雲滲む
屍

新国劇

(原案)
海軍飛行予備学生
第十四期会編
『あゝ同期の桜・帰
らざる青春の手記』
毎日新聞社刊

榎本滋民
第十四期海軍
飛行予備学生
日野　肇

明治座

島田正吾,大山克巳,藤
森達雄,若林　豪,井手
良男,高瀬敏光,最上竜
二郎,宮島　誠,御影伸
介,小村俊明,杉沢勝雄,
新井信太郎,清水　彰,
初瀬乙羽,久松喜世子,
秋月正夫,辰巳柳太郎
他

197 1968.02 赤ひげ 新国劇 山本周五郎 榎本滋民
小石川養生所
見習い医生
保本　登

新橋演舞場

島田正吾,大山克巳,岡
　泰正,桂広行,香川桂
子,岡田映一,飯田徹也,
波多　昇,東大二朗,藤
森達雄,最上竜二郎,千
早隆子,宮本曠二朗,外
崎恵美子,郡司　良,若
柳　菊,野村清一郎,辰
巳柳太郎他

198 1968.02 三匹の侍 逆手斬り 新国劇

(原案・企画)フジテ
レビ
(原作)柴英三郎(
テレビ時代劇「三
匹の侍 斬る」シナ
リオより)

大垣　肇 桜京十郎 新橋演舞場

大山克巳,若林　豪,井
手良男,若柳菊,香川桂
子,郡司　良,伊吹総太
朗,岡田映一,岡泰正,清
水　彰,松木悟朗,波多　
昇,飯田徹也,吉田柳児,
最上竜二郎,千早隆子,
宮本曠二朗,外崎恵美
子,野村清一郎他

199 1968.03 日本のいちばん長い日 新国劇 (監修)岡本喜八 沼田幸二
畑中少佐
(陸軍省軍務課
員)

新宿コマ劇場

島田正吾,大山克巳,郡
司　良,岡田映一,岡　泰
正,東大二朗,宮本曠二
朗,若林　豪,高瀬敏光,
井手良男,水野善行,安
田武史,最上竜二郎,野
村清一郎,辰巳柳太郎
他
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200 1968.03 花の遊侠伝 新国劇 土橋成男
田島千太郎
(同心)

新宿コマ劇場

辰巳柳太郎,長谷川季
子,松木悟朗,岡田映一,
東大二朗,宮島　誠,杉
沢勝雄,波多　昇,外崎
恵美子,郡司　良,御影
伸介,宮本曠二朗,岡　
泰正,大山克巳,清川虹
子,島田正吾他

201 1968.07
あゝ同期の桜 雲滲む
屍

新国劇

(原案)
海軍飛行予備学生
第十四期会編
『あゝ同期の桜・帰
らざる青春の手記』
毎日新聞社刊

榎本滋民
第十四期海軍
飛行予備学生
日野　肇

南座

島田正吾,大山克巳,藤
森達雄,若林　豪,井手
良男,高瀬敏光,最上竜
二郎,宮島　誠,御影伸
介,小村俊明,杉沢勝雄,
新井信太郎,清水　彰,
初瀬乙羽,久松喜世子,
秋月正夫,辰巳柳太郎
他

202 1968.07 三匹の侍 逆手斬り 新国劇

(原案・企画)
フジテレビ
(原作)柴英三郎
(テレビ時代劇「三
匹の侍 斬る」シナ
リオより)

大垣　肇 桜京十郎 南座

大山克巳,若林　豪,井
手良男,春野佳世子,香
川桂子,郡司　良,伊吹
総太朗,岡田映一,岡泰
正,清水　彰,松木悟朗,
波多昇,飯田徹也,吉田
柳児,最上竜二郎,千早
隆子,宮本曠二朗,外崎
恵美子,野村清一郎他

203 1968.07
あゝ同期の桜 雲滲む
屍

新国劇

(原案)
海軍飛行予備学生
第十四期会編
『あゝ同期の桜・帰
らざる青春の手記』
毎日新聞社刊

榎本滋民
第十四期海軍
飛行予備学生
日野　肇

御園座

島田正吾,大山克巳,藤
森達雄,若林　豪,井手
良男,高瀬敏光,最上竜
二郎,宮島　誠,御影伸
介,小村俊明,杉沢勝雄,
新井信太郎,清水　彰,
初瀬乙羽,久松喜世子,
秋月正夫,辰巳柳太郎
他

204 1968.07 三匹の侍 逆手斬り 新国劇

(原案・企画)フジテ
レビ
(原作)柴英三郎(テ
レビ時代劇「三匹
の侍 斬る」シナリオ
より)

大垣　肇 桜京十郎 御園座

大山克巳,若林　豪,井
手良男,春野佳世子,香
川桂子,郡司　良,伊吹
総太朗,岡田映一,岡　
泰正,清水　彰,松木悟
朗,波多　昇,飯田徹也,
吉田柳児,最上竜二郎,
千早隆子,宮本曠二朗,
外崎恵美子他

205 1970.03 華やかな夜景
(三月特別
興行)

北條秀司 安来三造 新橋演舞場

阿部洋子,中田三一朗,
中川秀夫,島　章,英つ
や子,柳田　豊,加納英
二郎,久門祐夫,伊吹　
武,春本泰男,一條久枝,
竹内京子,英　太郎他

206 1970.09 花筵
(東宝現代
劇特別公
演)

山本周五郎 菊田一夫 陸田辰弥 芸術座

佐久間良子,田宮二郎,
三林京子,児玉利和,山
口勝美,佐野健一,高波
照男,市川中之助,小沢
幹雄,巌　弘志,伊吹　
徹,内山恵司,一の宮あ
つ子,乙羽信子他

207
1971.08
～1971.09

ボーイング・ボーイング
マルク・カモレッ
ティ

ロベール
日生劇場,名鉄ホ
ール他

宝田　明,水谷良重,浜
木綿子,赤岡　都,門田
美恵子他 

208
1972.01
～1972.02

春の坂道
(帝劇新春
特別公演)

山岡荘八 小幡欣治 坂崎出羽守 帝国劇場

六代目 市川染五郎(現
・二代目 松本白鸚),松
方弘樹,司　葉子,丹阿
弥谷津子,中村メイコ,三
田佳子,安芸ひろみ,宮
口精二,二代目 中村又
五郎,内山恵司,小鹿　
敦(後の小鹿　番),長門
　勇,加東大介他

209 1972.06 女徳
(岡田茉莉
子特別公
演)

瀬戸内晴美 茂木草介
置き家の男衆・
常吉

梅田コマ劇場

岡田茉莉子,曾我廼家
明蝶,嵐徳三郎,江原真
二郎,橋爪　功,万代峰
子,中村芳子,西岡慶子,
栗塚　旭他

210 1972.07 業平金庫破り
(森繁劇団
七月特別公
演)

(原案)オ－・ヘンリ
ー

福田善之
金庫破りの名
人
中田　功

明治座
森繁久彌,須賀不二男,
淀　かほる他
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211 1972.07
浪花かんざし 恋の勝負
師

(森繁劇団
七月特別公
演)

沙羅双樹 津村健二 新聞記者・早瀬 明治座
森繁久彌,扇　千景,須
賀不二男,淀　かほる,光
本幸子他

212 1972.10
ケイトンズヴィル事件の
九人

ダニエル・ベリガン 有吉佐和子 検事 紀伊國屋ホール

小沢栄太郎,宇野重吉,
滝沢　修,芦田伸介,松
山省二(現・松山政路),
下元　勉,荒木道子,伊
藤雄之助,中村翫右衛
門,高峰秀子,杉村春子
他

213 1973.04 朱鷺の墓
(松竹現代
劇)

五木寛之 宮本　研 雁木機一郎 日生劇場

岡田茉莉子,加藤治子,
岡田裕介,高橋長英,勝
部演之,梶三和子,阿部
　徹,内田喜郎,利根は
る恵,坂口芳貞,永井玄
哉,金内喜久夫,高橋よ
しこ,立松昭二,北村和
夫他

214 1973.07 北斎漫画
金井彰久プ
ロデュース

矢代静一 葛飾北斎

紀伊國屋ホール,
横浜・青少年セン
ター,大阪・毎日ホ
ール他全国５か
所

渡辺美佐子,今井和子,
観世栄夫,関　弘子,綾
部郁郎,氏　伸介,円谷
文彦,小沢栄太郎他

215 1974.01 ノー セックス・プリーズ
1000万シア
ター

アンソニ－・マリ
オネット,アリスフ
ァー・フット
(翻訳)加藤恭平

ブライアン 紀伊國屋ホール

細川俊之,加賀まりこ,東
美恵子,仲谷　昇,平田　
守,穂積隆信,ベルベル,
紙ジュン,余村五郎他

216 1974.10
糸あやつり人形芝居 
おんにょろ盛衰記

結城人形座 木下順二
おんにょろ・
熊太郎

三越劇場

結城雪斎,結城孫三郎,
両川船遊,結城一糸,結
城高糸,結城千恵,浜野
孝典,関野雅子,松田加
代子,菅原悦子,中村真
紀子他

217 1975.06 王将
(三越劇場
六月名作劇
特別公演)

北條秀司 坂田三吉 三越劇場

沢かをり,本郷秀雄,杉
浦エイスケ,淀川曠平,
西山辰夫,松岡与志雄,
古川ロック,堀内一世,津
島道子,中川陽代,三田
雅美,谷口　完他

218 1975.08 淫乱斎英泉
金井彰久プ
ロデュース・
劇団青年座

矢代静一 高野長英
紀伊國屋ホール,
愛知文化講堂他

垂水悟郎,大塚国夫,今
井和子,谷沢照代,加賀
まりこ他

219 1975.09 狐狸狐狸ばなし
(明治座九
月特別公
演)

北條秀司 雇人又市 明治座

曾我廼家明蝶,林　成
年,古川ロック,松岡みど
り,御影伸介,小倉靖子,
稲本雅子,林三重子,野
見山夏子,久田尚美,桂
　広行,宮本曠二朗,阿
井美千子他

220 1975.09 必殺仕掛人
(明治座九
月特別公
演)

池波正太郎 藤枝梅安 明治座

清水　彰,藤森達雄,近
江俊輔,珠めぐみ,久田
尚美,宮島　誠,行友勝
江,桂　広行,英　太郎,
御影伸介,岡田映一,古
川ロック,宮本曠二朗他

221 1975.09 浮世絵 女ねずみ小僧
(明治座九
月特別公
演)

福田善之,田村
史朗

男ねずみ小僧
(よろず屋の寅
次)

明治座

小川真由美,林　成年,
清水　彰,御影伸介,桂　
広行,英　太郎,宮島　
誠,佐藤輝昭,沢　竜二,
岡田映一,藤森達雄,近
江俊輔,珠めぐみ,宮本
曠二朗他

222 1976.04 悲しき恋泥棒
金井彰久プ
ロデュース

矢代静一 八百屋の五郎 紀伊國屋ホール
三谷　昇,宝　光子,神保
共子,今井和子他

223 1976.09 西郷札 五月舎 松本清張 本田英郎
士族・樋村雄
吾

東横劇場,大阪・
毎日ホール,横浜
・青少年センター
ホール

萩尾みどり,神保共子,
古川ロック,内藤武敏,小
沢栄太郎他

224 1976.12 王将
(緒形拳 奮
闘特別公
演)

北條秀司 坂田三吉 大阪・三越劇場

常磐　緑,西岡慶子,土
居久美子,平田雄嗣,佐
野布美子,古川ロック,森
　章二,大塚吾郎,東大
二朗,河村憲一郎,藤木
　悠,内田朝雄他
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225 1977.02 日本人萬歳！
(帝劇二月
喜劇特別公
演)

有吉佐和子 国田源之丞 帝国劇場

五代目 中村富十郎,前
田美波里,友竹正則,あ
ぜち守,服部恭一郎,鈴
木正勝,渡瀬由美子,杉
本淳子,松岡由利子,安
宅　忍,宮城まり子,新珠
三千代他

226
1977.03
～1977.04

からすなぜ啼くの～さ
すらいの詩人・野口雨
情

民音浪漫劇
場

林　秀彦 野口雨情

新宿・厚生年金ホ
ール,名古屋市民
会館,川崎産業文
化会館他

沢田亜矢子,市村俊幸,
津島康一他

227
1977.05
～1977.07

北斎漫画

(紀伊國屋
書店創立50
周年記念公
演,劇団青
年座提携)

矢代静一 葛飾北斎
紀伊國屋ホール
他

観世栄夫,近石眞介,今
井和子,関　弘子,久世
龍之介,円谷文彦,渡辺
美佐子他

228
1977.08
～1978.01

王将

(金井彰久
プロデュー
ス,劇団青
年座提携)

北條秀司 坂田三吉
紀伊國屋ホール
他全国78か所

今井和子,岩本多代,児
玉謙次,名取幸政,小池
　栄,山野史人,堀部隆
一,江原正士,沖田弘二,
岡本敏明,大橋芳枝,中
台祥浩,森塚　敏,三谷　
昇他

229 1978.10 座頭市物語
(十月秋の
演劇祭)

子母澤寛
（シナリオ原案）
犬塚　稔
(脚本)猿若清方

平手造酒 明治座

勝新太郎,金田龍之介,
岸田　森,東大二朗,最
上龍二郎,猿若清三郎,
長谷川澄子,勝村　淳,
森　章二,御影伸介他

230 1978.10 鶴八鶴次郎
(十月秋の
演劇祭)

川口松太郎 番頭佐平 明治座

勝新太郎,朝丘雪路,岸
田　森,市川岩五郎,長
谷川澄子,甲山みき,猿
若清三郎,古川ロック,岩
井友見,金田龍之介他

231 1978.10 因果小僧六之助
(十月秋の
演劇祭)

宇野信夫 指物師彦太郎 明治座

勝新太郎,市川岩五郎,
岩井友見,岸田　森,勝
村　淳,御影伸介,猿若
清三郎,古川ロック,最上
龍二郎,小柳圭子,森　
章二,東大二朗,赤松秀
樹,杉沢勝雄,金田龍之
介他

232 1979.04 祭りの笛 新国劇 北條秀司 作曲家・白根 新橋演舞場
外崎恵美子,津々井か
ず枝,村田幸子他

233 1979.04 極付 国定忠治 新国劇 行友李風 山形屋藤造 新橋演舞場

辰巳柳太郎,大山勝巳,
高田大三,井手良男,吉
田柳児,菊池健一,鈴木
晧介,山田貫太郎,藤森
健之,東大路昌弘,藤井
多重子,桂　広行,五大
路子,外崎恵美子,郡司
　良,宮本曠二朗,島田
正吾他

234 1979.04 空白の影 新国劇 生島治郎 菊島隆三 平田信夫 新橋演舞場

島田正吾,大空眞弓,大
山勝巳,井手良男,宮島
　誠,藤井多重子,津々
井かず枝,吉田柳児,御
影伸介,桂　広行,藤森
健之,高田大三,高柳真
一朗,郡司　良,宮本曠
二朗,辰巳柳太郎他

235 1979.04 関の弥太っぺ 新国劇 長谷川伸 箱田の森介 新橋演舞場

大山勝巳,宮島　誠,東
大路昌弘,藤森健之,津
々井かず枝,若林哲行,
桂　広行,御影伸介,水
野善行,五大路子,初瀬
乙羽,島田正吾,辰巳柳
太郎他

236 1979.06 朦朧車夫
(勝新太郎
六月特別公
演)

宇野信夫 大工 亀太郎 明治座

勝新太郎,朝丘雪路,原
田美枝子,武原英子,清
水　彰,青山良彦,須賀
不二男,旭　輝子他

237 1979.06
新座頭市物語　糸ぐる
ま

(勝新太郎
六月特別公
演)

子母澤寛 犬塚　稔 彦太郎 明治座

勝新太郎,朝丘雪路,清
水　彰,青山良彦,稲本
雅子,甲山みき,半田明
子,岡れい子,須賀不二
男,水野善行他
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238 1979.07
人生劇場
－吉良常編－ 

新国劇 尾崎士郎 高田　保 瓢吉 御園座

島田正吾,大山勝巳,宮
島　誠,井手良男,菊池
健一,御影伸介,藤森健
之,高田大三,水野善行,
東大路昌弘,郡司　良,
宮本曠二朗,外崎恵美
子,辰巳柳太郎他

239 1979.07 喧嘩富士 新場の兄弟 新国劇 宇野信夫 直吉 御園座

大山勝巳,宮本曠二朗,
五大路子,高田大三,御
影伸介,桂　広行,東大
路昌弘,若林哲行,山田
貫太郎,藤森健之,井手
良男,水野善行,菊池健
一,宮島　誠,南條みづ
江,郡司　良,初瀬乙羽,
高田美和他

240 1980.04 石川五右衛門
(若山富三
郎奮斗公
演)

田中喜三 豊臣秀吉 大阪新歌舞伎座

若山富三郎,二宮さよ
子,沢かをり,芦屋雁平,
市川青虎,高橋芙美子,
西川鯉四郎,滝川　潤,
加藤寿八,林　三重子,
梅沢　昇,名和　宏,赤座
美代子,旭　輝子他

241 1980.05 瞼の母 新国劇 長谷川伸 鳥羽田要助 読売ホール

島田正吾,辰巳柳太郎,
五大路子,初瀬乙羽,最
上竜二郎,桂　広行,菊
池健一,東大路昌弘,水
野善行,御影伸介,宮島
　誠,藤森健之,宮本曠
二朗,河原崎国太郎他

242 1980.05
極付 国定忠治
赤城天神山より半郷小
松原まで

新国劇 行友李風 山形屋藤造 読売ホール

辰巳柳太郎,宮島　誠,
若林　豪,藤森健之,笠
原　明(現・笠原　章),吉
田柳児,菊池健一,山田
貫太郎,東大路昌弘,最
上竜二郎,桂　広行,外
崎恵美子,宮本曠二朗,
島田正吾他

243 1984.10 わが町 織田作之助 今村昌平 〆団治 中座

辰巳柳太郎,いしだあゆ
み,小島秀哉,荒木雅子,
水野善之,仲塚康介,赤
松秀樹,細川　智,珠み
ゆき,笠原　明,香川桂
子,正司花江他

244 1985.01
建礼門院
－平家物語より－

(松竹現代
劇新春公
演)

北條秀司 後白河法皇 日生劇場

若尾文子,仲谷　昇,浜
畑賢吉,神崎　愛,東郷
晴子,初代 中村吉五郎,
中村亀鶴,松本幸蔵,斉
川一夫,澤村由次郎,大
谷桂三,東吉之助,二葉
早苗,中村信二郎,北村
和夫他

245 1987.08 王将 新国劇 北條秀司 坂田三吉 御園座

朝丘雪路,藤山直美,笠
原　明,御影伸介,清水　
彰,吉田柳児,真田健一
郎,南條みづ江,桂　広
行,水野善之,東大路昌
弘,外崎恵美子,島田正
吾,辰巳柳太郎他

246 1987.08
極付 国定忠治
赤城天神山より土蔵捕
物まで

新国劇 行友李風 山形屋藤造 御園座

辰巳柳太郎,清水　彰,
笠原　明,御影伸介,南
條みづ江,桐山浩一,峰
村　銀,今藤正人,東大
路昌弘,滝洸一郎,桂　
広行,山田貫太郎,真田
健一郎,吉田柳児,島田
正吾他

247 1987.08 一本刀土俵入 新国劇 長谷川伸 船戸の弥八 御園座

島田正吾,朝丘雪路,笠
原　明,御影伸介,萩生
洋子,南條みづ江,水野
善之,東大路昌弘,山田
貫太郎,桂　広行,滝洸
一郎,今藤正人,桐山浩
一,大和義武,真田健一
郎他
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248 1987.08 王将 新国劇 北條秀司 坂田三吉 新橋演舞場

朝丘雪路,藤山直美,笠
原　明,御影伸介,清水　
彰,吉田柳児,桂　広行,
水野善之,東大路昌弘,
桐山浩一,滝洸一郎,今
藤正人,大和義武,外崎
恵美子,島田正吾,辰巳
柳太郎他

249 1987.08 一本刀土俵入 新国劇 長谷川伸 船戸の弥八 新橋演舞場

島田正吾,朝丘雪路,笠
原　明,御影伸介,萩生
洋子,藤村　薫,平野美
聖,水野善之,東大路昌
弘,都築宏一郎,桂　広
行,滝洸一郎,今藤正人,
桐山浩一,大和義武,清
水　彰他

250 1987.08
極付 国定忠治
赤城天神山より土蔵捕
物まで

新国劇 行友李風 山形屋藤造 新橋演舞場

辰巳柳太郎,清水　彰,
笠原　明,御影伸介,桐
山浩一,峰村　銀,今藤
正人,東大路昌弘,滝洸
一郎,桂　広行,大和義
武,立川修也,吉田柳児,
外崎恵美子,島田正吾
他

251 1993.03 信濃の一茶 北條秀司 小林一茶 新橋演舞場

池畑慎之介,清水　彰,
平野国臣,立松昭二,吉
霧音彦,永久保一男,青
柳喜伊子,伊藤みどり,
小泉まち子,高橋よしこ,
福山象三,加納英二郎,
伊井義太朗,春本泰男,
市川吉五郎,樹木希林
他

252 1994.03
大菩薩峠
－机 龍之助の巻－

中里介山
行友李風
(構成)島田正吾

机龍之助 新橋演舞場
水谷良重,宮崎ますみ
(現・宮崎萬純),中村浩
太郎,島田正吾他

253
1995.03
～1995.04

リチャード三世
シェイクスピア
(日本語訳)小田
島雄志

リチャード三
世

銀座セゾン劇場,
札幌市教育文化
会館

岡田眞澄,藤真利子,松
田洋治,久野綾希子,南
　美江,新村礼子,内田
稔他 

254
1997.09
～1997.10

スカイライト
デヴィッド・ヘア
(翻訳)吉田美枝

実業家
トム・サージ
ャント

PARCO劇場,新
神戸オリエンタル
劇場

若村麻由美,森宮　隆

255
2000.02
～2000.07

ゴドーを待ちながら
（Bunkamur
a）

サミュエル・ベケ
ット

エストラゴン
Studioコクーン他
全国５か所

串田和美,大森　博,田
中哲司,ハッピー

256
2001.06
～2001.07

ゴドーを待ちながら
（Bunkamur
a）

サミュエル・ベケ
ット

エストラゴン
北海道・えずこホ
ール,水戸芸術館
他

朝比奈尚行,小松和重,
ハッピー

257 2001.10 信濃の一茶 北條秀司 小林一茶 新橋演舞場

高橋惠子,二代目 水谷
八重子,江藤潤,英　太
郎,緒形幹太,加納英二
郎,立松昭二,永久保一
男,東大路昌弘,水野義
之,伊藤みどり,真田健
一郎,小島慶四郎,森塚
　敏,北村和夫,島田正
吾他

258
2002.01～2
002.02

ゴドーを待ちながら20
02

(STUDIOコ
クーン・プロ
ジェクト200
2)

サミュエル・ベケ
ット

エストラゴン
シアターコクーン
内特設小劇場Th
eater PUPA他

朝比奈尚行,小松和重,
ハッピー

259
2002.06～2
002.07

ロマンティックコメデ
ィ 風狂伝‘02

久世光彦 仕立屋銀次 ル・テアトル銀座

沢田研二,小松政夫,田
中隆三,富岡　弘,三木
さつき,芦田由夏,八木
美智子,柿崎弘美,宴堂
裕子,福沢亜希子,ヒル 
ナオミ,小林武美,菊池
康弘,黒柳徹子他

260 2002.09 子供騙し
トム・プロジ
ェクト

水谷龍二
理髪店店主
倉田和寿

本多劇場 篠井英介,冨樫　真

261 2002.12 60歳のラブレター 秋元　康 男
世田谷パブリック
シアター
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262
2003.06
～2003.07

ゴドーを待ちながら20
03

（Bunkamur
a）

サミュエル・ベケ
ット

エストラゴン

シアターリパブリッ
ク笹塚スタジオ内 
笹塚劇場,横浜赤
レンガ倉庫１号
館,小樽・遊人002
ホール他全国14
か所

朝比奈尚行,小松和重,
ハッピー

263
2004.03
～2004.04

ゴドーを待ちながら
（Bunkamur
a）

サミュエル・ベケ
ット

エストラゴン
長野松本・あがた
の森文化会館講
堂他

朝比奈尚行,小松和重,
ハッピー

264 2005.01 子供騙し
トム・プロジ
ェクト

水谷龍二
理髪店店主
倉田和寿

紀伊國屋ホール 篠井英介,冨樫　真

265 2006.10
緒形拳ひとり舞台
白野－シラノ－

(STUDIOコ
クーン・プロ
ジェクトVol.
4)

エドモンド・ロスタン
(翻案)額田六福,
澤田正二郎
(構成)島田正吾

白野弁十郎

シアターコクーン
内特設小劇場Th
eatrePUPA他全
国９か所

266
2007.03
～2007.06

劇団若獅子結成二十周
年記念公演
国定忠治
才兵衛茶屋より土蔵大
捕物まで

劇団若獅子 行友李風 山形屋藤造
大阪・松竹座他全
国15か所

笠原　章,朝丘雪路,南
條瑞江,御影伸介,桂　
広行,東大路昌弘,水野
善之,清水　彰,山本昌
平,新田純一他

267
2007.10
～2007.11

緒形拳ひとり舞台
白野－シラノ－2007

(STUDIOコ
クーン・プロ
ジェクト‘07)

エドモンド・ロスタン
(翻案)額田六福,
澤田正二郎
(構成)島田正吾

白野弁十郎

早稲田大学大隈
講堂,Bunkamura
ザ・ミュージアム
内特設小劇場「青
蛙堂」,長野・北野
文芸座他全国９
か所
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2. テレビドラマ一覧

№ 年月 タイトル 放送局・制作会社 原作者 脚本 監督（演出） 役名 共演者

1
1961.01
～1961.02

シオノギ劇場
新国劇アワー
遠い一つの道

フジテレビ 菊島隆三 白木　保
島田正吾,外崎恵美
子,郡司八朗,香川桂
子,河村憲一郎他

2
1961.03
～1961.04

シオノギ劇場
新国劇アワー
おもかげ

フジテレビ 小澤不二夫 （隆一）

辰巳柳太郎,大山克
己,外崎恵美子,吉村
由美子,島田正吾,高
倉典江,初瀬乙羽他

3
1961.05
～1961.06

シオノギ劇場
新国劇アワー
丹那隧道

フジテレビ 北條秀司
技手
三島口詰所主任
川西

島田正吾,最上竜二
朗,河村憲一郎,初瀬
乙羽,辰巳柳太郎,外
崎恵美子他

4 1962.02
フライング・スポッ
ト

ＮＨＫ 西沢　実 加納　守 高柳健次郎
夏川静枝,中村美代
子,戸浦六宏,山本耕
一,村田正雄他

5 1962.03
ＧＡＳグランド劇場
初恋

ＮＥＴ（現・テレビ
朝日）

村山知義 植野晃弘 定次
辰巳柳太郎，島田正
吾，行友勝江，高倉典
江，外崎恵美子他

6 1963.02
近鉄金曜劇場
帰らぬひと

ＡＢＣ(朝日放送) 田中澄江 神坂新一
河内桃子,赤沢亜沙
子,村瀬幸子,渡辺文
雄他

7 1963.04
東芝土曜劇場
われら青春(第42話)

フジテレビ
渡辺臣蔵、奥園
　守

森川時久 川辺

新田昌玄,山崎左度
子,寺田　農,金井進
二,丹羽研二,小松方
正,三条美紀他

8 1963.05
女体(第２回)
顔のない女

読売テレビ 寺田信義
運転手
木村

瑳峨三智子,荒木雅
子,由良雅子他

9 1963.05
ポーラ名作劇場
越後獅子祭

ＭＢＳ(毎日放送) 長谷川伸 駒沢番十郎
辰巳柳太郎,香川桂
子,大山克己,秋月正
夫,河村憲一郎他

10 1963.07
おかあさん(第195回)
 船着き場

ＴＢＳ 大藪郁子 真船　禎 友三
清川虹子,許　由美,笠
井ひろ,小沢昭一他

11 1963.12
講談ドラマ
由井正雪

ＮＨＫ 阿部桂一 広江　均 （不明）

東宮秀樹,須賀不二
男,舟橋　元,清水　元,
石田茂樹,光本幸子,
細川俊夫,戸田晧久
(口演)一竜斎貞丈他

12 1964.04 風雪　最後の将軍 ＮＨＫ 田村幸二 勝山　二 坂本竜馬

東千代之介,長谷川季
子,市川小太夫,井上
昭文,深見泰三,川合
伸旺,渥美国泰,高木
淳一他

13 1964.06
一千万人の劇場
網の中の栄光

フジテレビ 小幡欣治 本田英郎 小林俊一
大和鋼圧バスケ
ットボール選手
三上敬二

吉行和子,内田良平,
渡辺文雄他

14 1964.07
その灯は消えない　改
心楼異聞

東京12チャンネ
ル(現・テレビ東
京)

神山安平 （不明）
柳永二郎,美川陽一
郎,白銀道子他

15 1964.08
日本映画名作ドラマ
わが町

ＮＥＴ 織田作之助 木村重夫 有馬康彦 花井次郎

辰巳柳太郎,朝丘雪
路,島田正吾,清水　
彰,香川桂子,高倉典
江,大山克己他

16 1964.09
一千万人の劇場
おやじの勲章

フジテレビ 榎本滋民 嶋田親一 佐成東亜
島田正吾,初瀬乙羽,
辰巳柳太郎他

17 1964.11
一千万人の劇場
コスモスよ赤く咲け

フジテレビ 大野靖子 嶋田親一
カメラマン
神坂竜夫

杉村春子,大辻伺郎,
河野秋武,中北千枝
子,富田浩太郎,座間
幸一,マリア・デイビス,
森田則之,メリー・ピア
ス,中島めぐみ,沢村加
津子他
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18 1964.12 殺陣師段平 ＮＨＫ 長谷川幸延 長谷川幸延 安井恭司 澤田正二郎

島田正吾,外崎恵美
子,高倉典江,大山克
巳,清水　彰,天野有
恒,秋月正夫他

19
1965.01
～1965.12

大河ドラマ
太閤記

ＮＨＫ 吉川英治 茂木草介 吉田直哉
木下藤吉郎
→羽柴秀吉
→豊臣秀吉

藤村志保,高橋幸治,
岸　恵子,佐藤　慶,三
田佳子,石坂浩二,乙
羽信子,浜木綿子他

20
1966.01
～1966.12

大河ドラマ
源義経

ＮＨＫ 村上元三 吉田直哉 武蔵坊弁慶

尾上菊之助(現・七代
目 尾上菊五郎),藤　
純子(現・富司純子),芥
川比呂志,山田五十
鈴,辰巳柳太郎,舟木
一夫,宇野重吉,滝沢　
修,渡辺美佐子他

21 1967.04
剣(第２回) 
山犬ともぐら

日本テレビ,Ｃ.Ａ.
Ｌ

早坂　暁 小野田嘉幹
「もぐら」こ
と,茂作

三國連太郎,藤原釜
足,志村　喬,春川ます
み,浪花千栄子,(語り)
小沢栄太郎他

22
1967.08
～1967.09

競作女優シリーズ(第
５回) 
暢気眼鏡

大映テレビ室（現
・大映テレビ）,ＴＢ
Ｓ

尾崎一雄 西島　大
小説家
緒方

藤村志保,河内桃子,
山本　学,長谷川澄子,
野際陽子他

23 1967.08
剣(第20回)
宗龍寺の反乱

日本テレビ,Ｃ.Ａ.
Ｌ

井手雅人 石川義寛 海野
辰巳柳太郎,東大二
朗,江見俊太郎他

24 1967.09
日産スター劇場
いとこ同志

日本テレビ 八木柊一郎 石橋　冠 山村二郎
朝丘雪路,杉浦直樹,
島田正吾,ジュリー藤
尾,御木本伸介他

25 1967.09
文吾捕物絵図(第22
回)
献上御神事太鼓

ＮＨＫ 松本清張 杉山義法 斎藤　暁 善五郎

杉良太郎,露口　茂,東
野英治郎,東京ぼん
太,奈美悦子,磯野洋
子,和崎俊哉,中村竹
弥,岸田今日子,清水　
彰,根岸明美,島田正
吾他

26 1967.10 
剣(第28回)
縄張

日本テレビ,Ｃ.Ａ.
Ｌ

野上龍雄 加藤　泰 幸吉

河村有紀,ジュリー藤
尾,沢　淑子,菅井きん,
宮本信子,小林昭二,
小沢栄太郎(語り)他

27 1968.03

お庭番(第１～２回)
元禄十四年
(第３～４回)
元禄十五年

日本テレビ,Ｃ.Ａ.
Ｌ

菊島隆三 工藤栄一 伊谷源八

石坂浩二,加賀まりこ,
守田勘弥,辰巳柳太
郎,島田正吾,岡田英
次,北村和夫,大山克
己,志村　喬,花柳喜
章,蜷川幸雄,河原崎
長一郎,浜畑賢吉,(語
り)小沢栄太郎他

28
1968.07
～1968.08

日本剣客伝(第５話) 
柳生十兵衛

ＮＥＴ,東映 山岡荘八 伴田　充 折田　至 柳生十兵衛

清水　彰,若柳　菊(現・
奈月ひろ子),島田正
吾,郡司　良,宮本曠二
朗,大下哲也,御影伸
介,高瀬敏光,井出良
男,吉田柳児,岡田映
一,宮島　誠,辰巳柳太
郎他

29 1968.09
東芝日曜劇場
私のダイヤモンド

ＴＢＳ 田宮虎彦
鴨下信一
(プロデューサ
ー)石井ふく子

生野
森　光子,下元　勉,殿
山泰司,三崎千恵子他

30
1968.09
～1968.10

お庭番(第31～32回)
危機一髪

日本テレビ,Ｃ.Ａ.
Ｌ

下飯坂菊馬 小野田嘉幹 丈八

木村　功,加賀まりこ,浜
田寅彦,南　祐輔,中村
敦夫,小笠原良智,(語
り)小沢栄太郎他

31
1968.10
～1968.11

夜のグランド劇場
一番星

日本テレビ 源氏鶏太 田井洋子
松村準平,早川
恒夫

久世
林美智子,佐藤　慶,山
田太郎,森川信,沢村
貞子他

32
1968.11
～1969.10

開化探偵帳 ＮＨＫ 島田一男

島田一男,土橋
成男,中沢昭二,
岡田光治,矢代
静一

小林万顕,浦野　
進,沼野芳脩

新宮寺京介

川崎敬三,小山田宗
徳,香山美子,鮎川い
ずみ,御影京子,花柳
喜章,巖金四郎,郷　鍈
治,田村正和他

33
1969.01
～1969.03

ナショナルゴールデン
劇場
風林火山

ＮＥＴ,俳優座 井上　靖 稲垣　俊
大村哲夫,奈良
井仁一

武田信玄
東野英治郎,栗原小
巻,高橋幸治,夏川かほ
る,梓　英子他
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34
1969.07
～1969.09

颱風とざくろ 日活,日本テレビ 石坂洋次郎 倉本　聰
藤田繁矢（藤田
敏八）,西村昭五
郎,樋口弘美

テニス部コーチ
坂本一雄

松原智恵子,石坂浩
二,荒木道子,河野秋
武,加藤　武,葦原邦
子,岡崎二朗,酒井　
修,吉田日出子他

35
1969.07
～1970.01

豆腐屋の四季 ＡＢＣ 松下竜一 楠田芳子
西村大介
(プロデューサ
ー)河野雅人

山崎信一

川口　晶,淡島千景,藤
原釜足,中原早苗,林　
隆三,市川寿美礼,紀
比呂子他

36 1969.12
東芝日曜劇場
ダンプかあちゃん

ＨＢＣ(北海道放
送)

稲葉明子 甫喜本宏 三田村孝助
長山藍子,賀原夏子,
原知佐子,末吉敏男,
関口正幸,矢木原敬他

37
1970.01
～1970.03

グランド劇場
竹千代と母

日本テレビ 山岡荘八
小川貴智雄,野
口達二

河野和平 岩松八弥

中村光輝(現・三代目 
中村又五郎),栗原小
巻,山田五十鈴,中村
嘉葎雄,松本めぐみ,長
谷川哲夫,三島雅夫,
東野英治郎,久松保
夫,中村竹弥,中谷一
郎,冨士真奈美,中尾　
彬,前田　吟他

38 1970.01
ドラマ特集
風待ちの港

ＮＨＫ 三浦哲郎 三浦哲郎 中山三雄
薬売り
多吉

吉田日出子,水野久
美,河原崎長一郎,今
福正雄,青木一子,宮
脇康之(現・宮脇　健),
下川辰平,上田忠好,
大塚周夫他

39 1970.01
東芝日曜劇場
女と味噌汁－その十
五－

ＴＢＳ 平岩弓枝
橋本信也
(プロデューサ
ー)石井ふく子

石川健一

池内淳子,中原ひとみ,
山岡久乃,長山藍子,
一の宮あつ子,青木道
子他

40
1970.04
～1970.07

丹下左膳 東映,ＮＥＴ 林　不忘
押川国秋,松山　
威,永野靖忠

佐伯　清,今村農
夫也,西山正輝,
伊賀山正光,工
藤栄一,永野靖
忠

丹下左膳

朝丘雪路,雷門ケン坊,
多々良純,京 春上,倉
丘伸太郎,天知 茂,左 
卜全,天草四郎,高松
英郎,中山 仁他

41 1970.04
東芝日曜劇場
ダンプかあちゃん　
その２

ＨＢＣ 稲葉明子 甫喜本宏 三田村孝助
長山藍子,梓　英子,賀
原夏子,田村英寛他

42 1970.08
東芝日曜劇場
ダンプかあちゃん　
その３

ＨＢＣ 稲葉明子 甫喜本宏 三田村孝助
長山藍子,夏　圭子,賀
原夏子,田村英寛,末
吉敏夫他

43
1970.08
～1970.11

ポーラ名作劇場
湖笛

ＮＥＴ 水上　勉 鈴木尚之 河野　宏
武若家臣
熊谷佐兵衛

北大路欣也,松原智恵
子,観世栄夫,山本亘,
石濱　朗,梶芽衣子,志
村　喬,山本　學他

44
1970.09
～1971.05

柳生十兵衛 東映,フジテレビ

池上金男,野波
静雄,高岩　肇,
高田宏治,結束
信二,鳥居元宏,
土橋成男,宮川
一郎,播磨幸治

河野寿一,工藤
栄一,佐伯　清,
大西卓夫,山崎
大助,鳥居元宏

荒木又右衛門

山口　崇,片岡千惠蔵,
中山　仁,山本　亘,田
中邦衛,永原和子(現・
上村香子),中谷一郎,
里見浩太朗他

45
1970.10
～1970.11

銀河ドラマ
面影

ＮＨＫ 芝木好子
八木雅次,宮沢
俊樹

小幡欣治
人形師
久世竜人

岡田茉莉子,岡田英
次,村松英子,加藤嘉,
南風洋子,梅香ふみ
子,土屋嘉男他

46 1970.12

徳川おんな絵巻(第11
回)
女は度胸で勝負する
(第12回)
女のいくさ

東映,関西テレビ 宮川一郎 工藤栄一 吉田三十郎

浅丘ルリ子,広瀬義宣,
西山辰夫,北　竜二,三
ッ矢雄二,信　欣三,美
川陽一郎,潮万太郎,
(語り)杉村春子

47 1970.12
銀河ドラマ
歳月

ＮＨＫ 伊藤桂一 小幡欣治 鈴木基治 小谷
樫山文枝,宇野重吉,
森本治行,吉田次昭,
加藤治子他

48
1971.01
～1971.03

ファミリー劇場
泣虫小僧

Ｃ.Ａ.Ｌ,日本テレ
ビ

林芙美子 津田幸夫 吉村公三郎
似顔絵かき
水上啓吉

扇　千景,十朱幸代,日
色ともゑ,野口英行,長
谷川哲夫,山本　圭,市
原悦子,千秋　実,木村
　功他
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49
1971.02
～1971.08

トヨタ金曜劇場
どんとこい

東宝,日本テレビ 花登　筐 花登　筐 竹林　進 島村光一

長山藍子,磯村みどり,
久慈あさみ,梓　英子,
沢本忠雄,沢村貞子,
堺　正章,久慈あさみ,
左とん平,磯村みどり,
中山麻理,春川ますみ,
中村是好他

50
1971.04
～1971.06

土曜劇場
おゆきさん

フジテレビ 塩田良平 井手俊郎 真船　禎 山川正典
紀比呂子,山村　聰,三
宅邦子,寺田路恵,青
木一子他

51 1971.06
東芝日曜劇場
ダンプかあちゃん そ
の４

ＨＢＣ 稲葉明子 甫喜本宏 三田村孝助
長山藍子,賀原夏子,
高橋長英,小林夕岐
子,田村英寛他

52 1971.09
長時間ドラマ
もう一つの傷

ＮＨＫ
アントニス・サマ
ラキス

山田信夫 吉田直哉 尋問官
細川俊之,三浦真弓,
西村　晃,金田龍之介,
北見治一,川久保潔他

53 1971.11
青空浪人(第９話)
冥土二人旅

日本テレビ,ユニ
オン映画

山手樹一郎 中沢昭二 遠藤三郎 念仏の富五郎

川崎敬三,嘉手納清
美,渡辺篤史,吉田義
夫,京　春上,佐藤友
美,青山哲也,深井章
喜,金井由美,曾我廼
家一二三,玉川良一,
野口元夫,雪丘恵介,
佐山俊二,長谷川明男
他 

54
1972.01
～1972.12

大河ドラマ
新・平家物語

ＮＨＫ 吉川英治 平岩弓枝
清水　満,岡本憙
侑,樋口昌弘,馬
場　清他

阿部飛鳥

仲代達矢,中村玉緒,
新珠三千代,十七代目
 中村勘三郎,佐久間
良子,若尾文子,滝沢　
修,初代 水谷八重子,
山崎　努,小沢栄太郎,
志垣太郎,高橋幸治,
栗原小巻他

55
1972.01
～1972.03

２４時間の男 大映テレビ,ＴＢＳ

宮川一郎,今村
文人,中西隆三,
山浦弘康,今子
正義, 田口耕三,
島津昇弌,吉岡
昭三

宮下康彦,長谷
部安春,柳田博
美,井上　昭,鈴
木敏弘,山村　
聡,帯盛迪彦

事件記者
北見次郎

長門　勇,大原麗子,近
藤正臣,山村　聰,天知
　茂,岡田由紀子,野口
ふみえ他

56
1972.04
～1972.06

土曜劇場
花嫁はおかみさん

フジテレビ 大野靖子 大野木直之
僧侶
米山一空

池内淳子,倍賞美津
子,新藤恵美,天地真
理,野村真樹(現・野村
将希)他

57
1972.04
～1972.05

ポーラ名作劇場
しがらき物語

ＮＥＴ 水上　勉 鈴木尚之 大村哲夫 弥八
小川真由美,山本陽
子,加藤　嘉他

58 1972.04
東芝日曜劇場800回記
念番組
平戸にて

ＲＫＢ毎日放送 倉本　聰 東　義人 今津三郎
八千草薫,根岸明美,
笠　智衆,真屋順子,高
林由紀子他

59
1972.09
～1973.04

必殺仕掛人 松竹,ＡＢＣ 池波正太郎

池上金男,國弘
威雄,安倍徹郎,
山田隆之,石堂
淑朗,早坂　暁,
松田　司,山崎か
ず子,本田英郎,
池田雄一,鈴木　
安,津田幸夫

深作欣二,三隅
研次,大熊邦也,
松本　明,松野宏
軌,長谷和夫
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久,櫻井洋
三

藤枝梅枝

林　与一,山村　聰,中
村玉緒,津坂匡章(現・
秋野太作),太田博之,
野川由美子,岡本　健,
松本留美他

60 1972.09
東芝日曜劇場
母の鈴

ＴＢＳ 橋田壽賀子
山本和夫
(プロデューサ
ー)石井ふく子

清之

池内淳子,相吉賢一,
夏　圭子,今井和子,夏
川静枝,深谷みさを,松
田洋治他

61
1973.01
～1973.04

ポーラ名作劇場
出雲の阿国

ＮＥＴ 有吉佐和子 大藪郁子 八橋　卓 伝介

佐久間良子,進藤英太
郎,林　与一,財津一
郎,長内美那子,大原
麗子,藤田弓子,三島
雅夫,小林千登勢,北
原文枝,加藤　嘉,鳳八
千代,伊藤雄之助,穂
積隆信他

62
1973.04
～1974.03

連続テレビ小説
北の家族

ＮＨＫ 楠田芳子 松井恒男 ナレーター

高橋洋子,清水章吾,
左　幸子,下元　勉,日
下武史,南風洋子,新
井春美(現・新井晴み),
根上　淳,楠トシエ,花
沢徳衛,西田敏行,串
田和美他
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63 1973.05
東芝日曜劇場
雨ニモマケズ

ＨＢＣ 中島丈博 甫喜本宏
教師
奥山六助

キャッシー,河原崎建
三,木村夏江,桑山正
一他

64 1973.09 愛といのち ＴＢＳ 橋田壽賀子
坂崎　彰
(プロデューサ
ー)石井ふく子

医師
井村

山岡久乃,島田陽子,
山本　圭,初井言榮,大
鹿次代他

65
1973.10
～1974.03

グランド劇場
さよなら・今日は

日本テレビ
岡本克己,早坂　
暁,市川森一

石橋　冠,吉野　
洋,小杉義夫

高橋　清

山村　聰,浅丘ルリ子,
中野良子,栗田ひろみ,
原田大二郎,小鹿ミキ,
山口　崇,林　隆三,森
　光子,大原麗子,原田
芳雄,山田五十鈴,森
繁久彌,加東大介,水
野久美,藤村俊二,中
条静夫他

66 1973.10
東芝日曜劇場
刃傷

ＣＢＣ(中部日本
放送)

池波正太郎 服部　佳 住田明美 辻又五郎
真木洋子,堀内正美,
寺田　農,信　欣三,宝
生あやこ他

67 1973.12
女・その愛のシリーズ
にごりえ

東映,ＮＥＴ 樋口一葉 野上龍雄 佐々木康 源七

真木洋子,山本　學,悠
木千帆(後に樹木希
林),横山道代,原知佐
子他

68
1974.03
～1974.08

ナショナルゴールデ
ン劇場
ねぎぼうずの唄

ＮＥＴ 窪田篤人 大村哲夫
医師
北里英三郎

江利チエミ,杉浦直樹,
三浦友和,志村　喬,花
沢徳衛,浜田寅彦,牟
田悌三,松尾嘉代,大
坂志郎,桃井かおり,ハ
ナ　肇他

69
1974.04
～1974.06

笹沢左保シリーズ
八州犯科帳

Ｃ.Ａ.Ｌ,フジテレビ 笹沢左保

服部　佳,高久　
進,菊島隆三,馬
場　当,石井君
子,小國英雄

窪川健造,小野
田嘉幹,中川信
夫,大洲　齊,手
銭弘喜,山内鉄
也,森　一生,高
橋　勝

関東取締出役
小山田左近

林　与一,赤座美代子,
串田和美,住吉正博,
(ナレーター)芥川隆行

70 1974.10
ふりむくな鶴吉(第３回)
長い夜

ＮＨＫ 須藤出穂 松尾　武
抜け荷買いの頭
目
宇太郎

沖　雅也,伊吹吾郎,ハ
ナ　肇,竹下景子,新藤
恵美,西田敏行,中尾ミ
エ,宇野重吉,寺田　農
他

71 1975.01
特集ドラマ
雪ふる里に

ＮＨＫ 楠田芳子 梶谷典子 森山菊治

新珠三千代,清水章
吾,岩永一陽,宝生あや
こ,大森暁美,佐野浅
夫,園佳也子他

72
1975.01
～1975.06

必殺必中仕事屋稼業 松竹,ＡＢＣ

野上龍雄,村尾　
昭,下飯坂菊馬,
國弘威雄,松原
佳成,播磨幸治,
石川孝人,素　一
路,猪又憲吾,大
工原正泰,安倍
徹郎,横光　晃,
田上　雄,中村勝
行

三隅研次,工藤
栄一,松本　明,
松野宏軌,大熊
邦也,蔵原惟繕
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久,櫻井洋
三

知らぬ顔の半兵
衛

草笛光子,林　隆三,岡
本信人,中尾ミエ,大塚
吾郎,芹　明香他

73 1975.02

銀河テレビ小説
ドラマでつづる昭和
シリーズ３
夜の王様

ＮＨＫ 坂口安吾 石堂淑朗 山内　暁 最上清人
武原英子,石橋蓮司,
山谷初男,大出　俊他

74
1975.04
～1975.08

霧の感情飛行 ＡＢＣ 佐々木守
西村大介
(プロデューサ
ー)山内久司

沢村刑事

石坂浩二,佐藤　慶,池
部　良,大谷直子,河原
崎建三,菅井きん,織本
順吉他

75 1975.09
少年ドラマシリーズ
野菊の墓

ＮＨＫ 伊藤左千夫 井手俊郎 花房　実 語り手
長谷川諭,竹井みどり,
伊佐山ひろ子,秋津令
子,小山明子他

76 1976.01
痛快！河内山宗俊(第
15話)
地獄に花をつみに行く

勝プロダクション,
フジテレビ

田口耕三 勝新太郎
髪結師
長次

勝新太郎,草笛光子,
火野正平,原田芳雄,
村上冬樹,竹下景子,
川口恒他

77
1975.11
～1975.12

土曜ドラマ・平岩弓枝
シリーズ
この町の人(第３回)
芋粥

ＮＨＫ 平岩弓枝 平岩弓枝 岡田　勝 三輪千吉

ミヤコ蝶々,西村　晃,
由美かおる,西川峰子
(現・仁支川峰子),あい
ざき進也,谷　啓,久里
千春,三田佳子他
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78
1976.01
～1976.12

大河ドラマ
風と雲と虹と

ＮＨＫ 海音寺潮五郎 福田善之

岸田利彦,大原　
誠,松尾　武,榎
本一生,重光亨
彦

藤原純友

加藤　剛,真野響子,吉
永小百合,新珠三千
代,草刈正雄,山口崇,
露口　茂,佐野浅夫,大
地喜和子,多岐川裕美
他

79 1976.06
必殺仕業人(第24話)
あんた,この替玉をどう
思う

松竹,ＡＢＣ 中村勝行

大熊邦也
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久,櫻井洋
三

カメオ出演

藤田まこと,中村敦夫,
大出　俊,渡辺篤史,中
尾ミエ,菅井きん,白木
万理,夏　純子,穂積隆
信,長谷川明男,西山
辰夫他

80
1976.07
～1976.10

必殺からくり人 松竹,ＡＢＣ
早坂　暁,中村勝
行,保利吉紀

蔵原惟繕,工藤
栄一,大熊邦也,
松野宏軌
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久,櫻井洋
三

夢屋時次郎

山田五十鈴,芦屋雁之
助,森田健作,ジュディ・
オング,間　寛平,須賀
不二男,芦田伸介他

81 1976.12
新・座頭市(第１シリー
ズ・第12話)
金が身を食う地獄坂

勝プロダクション,
フジテレビ

子母沢寛
佐藤繁子,八亀
文平

田中徳三
金貸し
権之助

勝新太郎,町田祥子,
高木　均他

82 1977.03

ＮＨＫ特集
新西洋事情(第３回・
最終回)
味噌汁派欧州へ行く

ＮＨＫ 深田祐介 平岩弓枝 樋口昌弘
商社マン
品川究太郎

岡崎友紀,織田あきら,
中丸忠雄,藤村有弘,
長塚京三,ダン・ケニー
他

83
1977.06
～1977.11

赤い激流 大映テレビ,ＴＢＳ
安本莞二,鴨井
達比古

増村保造,瀬川
昌治,降旗康男,
國原俊明

田代清司

宇津井健,水谷　豊,竹
下景子,松尾嘉代 ,前
田　吟,馬渕晴子,小沢
栄太郎,石立鉄男,岸　
恵子他

84
1977.06
～1977.07

グランド劇場
近眼ママ恋のかけひき

日本テレビ 三島由紀夫 田上　雄 小杉義夫 山トビ夫

岩下志麻,由美かおる,
石立鉄男,皆川おさむ,
北　公次,河原崎長一
郎,前田武彦,横山道
代,黒澤久雄他

85 1977.08
土曜ワイド劇場
東京上空2000M ワレ
操縦不能

テレビ朝日,俳優
座映画放送,大映
映画

(原案)村野鐡太
郎

山浦弘靖 村野鐡太郎
主任パイロット
夏木利夫

高岡健二,五十嵐めぐ
み,池部　良,真木洋
子,中谷一郎,稲葉義
男,早川雄三他

86
1977.11
～1978.02

新必殺からくり人 松竹,ＡＢＣ

早坂　暁,野上龍
雄,安倍徹郎,村
尾　昭,保利吉
紀,中村勝行

工藤栄一,蔵原
惟繕,南野梅雄,
松野宏軌,森崎　
東
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久,櫻井洋
三

安藤広重

山田五十鈴,芦屋雁之
助,古今亭志ん朝,ジュ
ディ・オング,近藤正臣
他

87
1978.01
～1978.12

大河ドラマ
黄金の日日

ＮＨＫ 城山三郎
市川森一,長坂
秀佳

岡本憙侑,宮沢
俊樹,高橋康夫,
原嶋邦明,渡辺
紘史,外園悠治

木下藤吉郎
→羽柴秀吉
→豊臣秀吉

六代目 市川染五郎
(現・二代目 松本白
鸚),栗原小巻,根津甚
八,川谷拓三,丹波哲
郎,林　隆三,鶴田浩
二,高橋幸治,夏目雅
子他

88
1978.04
～1978.09

悪女について テレビ朝日 有吉佐和子 大藪郁子
大村哲夫,藤原
英一

渡瀬義雄

影万里江,山口崇,杉
村春子,江利チエミ,渡
辺美佐子,中村敦夫,
森繁久彌,沢村貞子,
馬渕晴子,草笛光子,
小林桂樹,奈良岡朋
子,山田五十鈴,岸田
今日子,司　葉子,あお
い輝彦,北村和夫,佐
野周二,市川翠扇他

89 1978.06
希望の大地 75万人の
ブラジル日系移民

日本テレビ 佐々木守 高井牧人 （開拓民・父親）

国広富之,大竹しのぶ,
峰岸　徹,五十嵐淳子,
宍戸　錠,池内淳子,大
和田獏,名古屋章,夏
目雅子,長門裕之,桜
田淳子,宇野重吉,沢
田亜矢子,伴淳三郎,
(語り)石坂浩二他
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90
1978.07
～1978.11

大空港(第１話)「海外
逃亡を 阻止せよ!」
～(第14話)「いのち炎
の如く壮烈!! 梶警部の
最期!」

フジテレビ,松竹

井上梅次,佐藤
繁子,池上金男,
山本和久,舘　俊
介,鴨井達比古,
長野　洋,保利吉
紀,日高武治

井上梅次,舛田
利雄,松尾正武,
児玉　進,永野靖
忠,貞永方久,日
高武治

空港特捜部
梶　大介警部

鶴田浩二,中村雅俊,
片平なぎさ,高岡健二,
岡本富士太,池部　良,
神山　繁,石浜　朗他

91 1978.08
日立スペシャル
獅子のごとく

テレビマンユニオ
ン,ＴＢＳ

佐々木守,今野　
勉

今野　勉
(プロデューサ
ー)村木良彦,近
藤久也

賀古鶴所
(鴎外の親友)

江守　徹,ペギィ・ベル
ラティ,桂木梨江,十朱
幸代,岸本加世子,竹
下景子,米倉斉加年,
田中　健,国広富之,浅
茅陽子,寺田　農,泉谷
しげる,丹波哲郎,小山
明子,(ナレーション)北
村和夫他

92
1978.11
～1978.12

森村誠一シリーズⅡ
青春の証明

三船プロダクショ
ン,ＭＢＳ

森村誠一 石松愛弘
西村　潔,石田勝
心

笠岡道太郎

藤村志保,有馬稲子,
ハナ　肇,名高達郎(現
・名高達男),多岐川裕
美,山本　茂,石田信
之,小笠原良知他

93 1979.01

土曜ドラマ・向田邦子
シリーズ
阿修羅のごとく(第１シ
リーズ)

ＮＨＫ 向田邦子
和田　勉,高橋康
夫

里見鷹男

加藤治子,八千草薫,
いしだあゆみ,風吹ジュ
ン,佐分利信,大路三千
緒,宇崎竜童,深水三
章,菅原謙次,三條美
紀他

94 1979.05
刑事鉄平(第８話)
たった一人の応援歌

関西テレビ 古田　求 山像信夫 大島

西郷輝彦,三林京子,
夏樹陽子,神保美喜,
藤岡重慶,内田朝雄,
高橋長英,笑福亭仁
鶴,根岸明美,升　毅,
芝田昭彦,月亭八方他

95 1979.05
新・座頭市(第３シリー
ズ・第６話)
糸ぐるま

勝プロダクション,
フジテレビ

子母沢寛
勝新太郎,山田
隆之

勝新太郎 盗賊彦太郎
倍賞美津子,秋山勝
俊,北見治一他

96 1979.06

土曜ワイド劇場
特選推理シリーズ(3)
歪んだ星座　受験戦
争連続殺人事件

テレビ朝日,松竹 小林久三 茶田　才 村山三男 宮坂部長刑事

森田健作,原田美枝
子,岸田　森,日色とも
ゑ,佐野浅夫,草薙幸
二郎他

97 1979.08
愛ってなんですか(第
７回)
お父ちゃん

フジテレビ 藤沢周平 下飯坂菊馬 橋本信也 徳五郎

真屋順子,松山省二
(現・松山政路),宮下順
子,栗田洋子(現・栗田
よう子)他

98
1979.09
～1979.11

月曜劇場
愛のバイオレンス・シリ
ーズ
見えない影

テレビ朝日 田向正健 大村哲夫
不動産会社常務
橋本陽一郎

浅丘ルリ子,清水健太
郎,長谷川哲夫,三ツ矢
歌子,渥美国泰,左右
田一平,木暮実千代他

99 1979.09

土曜ワイド劇場
山の推理サスペンス
渓流釣り殺人事件　
殺意の三面峡谷

テレビ朝日,東映 太田蘭三 猪又憲吾 工藤栄一
推理作家
釣部渓三郎

池上季実子,奈美悦
子,夏樹陽子,大坂志
郎,安部　徹,弓　恵子,
西田　健,舟倉たまき,
小林稔侍他

100
1979.10
～1980.03

グランド劇場
ちょっとマイウェイ

日本テレビ

鎌田敏夫,那須
真知子,鴨井達
比古,金子成人,
猪又憲吾,柏倉
敏之,清水邦夫

吉野　洋,池田義
一,雨宮　望

堀田康吉

桃井かおり,研ナオコ,
八千草薫,結城美栄
子,犬塚　弘,神田正
輝,秋野太作,岸本加
世子,左　時枝,峰　竜
太,高橋長英他

101 1979.11 葉蔭の露 ＡＢＣ 船山　馨 野上龍雄

大熊邦也
(プロデューサ
ー)山内久司,仲
川利久

坂本竜馬妻お龍
の再婚相手
西村松兵衛

岸　恵子,阿木五郎,竹
内照夫,今野鶏三他

102
1979.11
～1980.03

赤い嵐 大映テレビ,ＴＢＳ 安本莞二

増村保造,瀬川
昌治,国原俊明,
土井　茂,合月　
勇,野村　孝

長野県警刑事
山根基一郎

淡島千景,柴田恭兵,
石立鉄男,能瀬慶子,
大石吾朗,榊原るみ,岡
まゆみ,仲谷　昇,河原
崎長一郎,松原智恵
子,宇津井健他

103 1980.05

木曜ゴールデンドラマ
史上最大の保険金詐
取殺人事件
逃亡の果て

よみうりテレビ 佐木隆三 安部徹郎 渡邊祐介 語り

マリオ高倉,荻島真一,
名古屋章,浅茅陽子,
仲谷　昇,三木のり平，
吉行和子他 
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104
1980.07
～1980.09

さよならお竜さん 松竹芸能,ＭＢＳ 倉本　聰
池田徹郎,瀬木
宏康

井村洋平

岩下志麻,下條正巳,
梅宮辰夫,池部　良,村
井国夫,寺田　農,里見
浩太朗,小松政夫,丘さ
とみ,結城しのぶ,結城
美栄子他

105 1980.07
傑作推理劇場
土屋隆夫の消えた男

テレビ朝日 土屋隆夫 服部　佳 堀川弘通
大学助教授
秋津

秋吉久美子,高林由紀
子他

106 1980.11
警視-Ｋ(第11話)
その人は…ママ

勝プロダクション,
日本テレビ

高際和雄,勝新
太郎

勝新太郎 堀井耕作
勝新太郎,奥村真粧
美,小林稔侍,加山義
三,中村玉緒他

107 1981.04
時代劇スペシャル
怪盗鼠小僧といれず
み判官

勝プロダクション,
フジテレビ

新藤兼人 田中徳三
南町奉行
遠山左衛門尉

若山富三郎,ジュディ・
オング,内田朝雄,森塚
　敏,久保　晶,黒沢正
法他

108
1981.04
～1981.09

私はタフな女(第２～第
４話)

日本テレビ,ＰＤＳ 鎌田敏夫 祖父江信太郎 （青果店店主）

研ナオコ,酒井和歌子,
江波杏子,三國連太
郎,松崎しげる,新沼謙
治,木内みどり,高岡健
二(現・高岡建治)他

109 1981.04
木曜ゴールデンドラマ
青年 さらば愛しき日々
よ！

日本テレビ 清水邦夫 石橋　冠 一郎

西城秀樹,松尾嘉代,
宇野重吉,加藤治子,
かとうかずこ(現・かとう
かず子),根岸明美他

110
1981.06
～1981.08

火曜劇場
見まわせば二人

日本テレビ 福田陽一郎
佐光千尋,新沢　
浩

桂木健次

十朱幸代,加賀まりこ,
細川俊之,かたせ梨乃,
名古屋章,高橋昌也,
丹波義隆,下條アトム
他

111 1981.10
毎日放送開局三十周
年記念番組
さらば適塾

ＭＢＳ
早坂　暁,宮崎博
行

西前充男 緒方洪庵
岸本加世子,篠田三
郎,伊吹友木子,鰐淵
晴子他

112 1981.10 
土曜ドラマ
山田太一シリーズ
タクシー・サンバ

ＮＨＫ 山田太一
村上佑二,音成
正人

タクシー運転手
朝田英一

佐野浅夫,坂上二郎,
毒蝮三太夫,岡本信
人,三浦洋一,花沢徳
衛,愛川欽也,大原麗
子,役所広司,榊原郁
恵,紺野美沙子,角野
卓造,北村総一朗,辰
巳柳太郎他

113 1981.11
スペシャルドラマ
きりぎりす

関西テレビ 渡辺淳一 山田信夫 内海佑治
心臓外科医
有津公一郎

奥田英二(現・奥田瑛
二),倍賞千恵子,池上
季実子,宇野重吉,塩
屋智章(現・塩屋　俊)

114 1981.11
西武スペシャル
山を走る女
私生児の母・多喜子

日本テレビ 津島祐子 砂田量爾 せんぼんよしこ 神林

大竹しのぶ,林美智子,
北詰友樹,横山道代,
桜井センリ,岩井半四
郎他

115
1982.01
～1982.12

大河ドラマ
峠の群像

ＮＨＫ 堺屋太一 冨川元文

岡本憙侑,小林
平八郎,田中賢
二,松本守正,池
村憲章,渡辺丈
太,大津山潮

大石内蔵助

丘みつ子,隆　大介,小
林　薫,竹脇無我,松平
　健,多岐川裕美,樋口
可南子,丹波哲郎,愛
川欽也,中村梅之助,
宇野重吉,古手川祐
子,小泉今日子,郷ひろ
み,伊丹十三他

116 1982.03

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ①
愛の失踪

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・ブロンジー
ニ

田上　雄 渡邊祐介
俺
名無しの探偵

かとうかずこ ,荻島真
一,白川和子,なべおさ
み,小林稔侍他

117 1982.10
必殺シリーズ10周年記
念スペシャル
仕事人大集合

ＡＢＣ,松竹
野上龍雄,高山
由紀子

工藤栄一
(制作)山内久司
(プロデューサ
ー)仲川利久,櫻
井洋三

知らぬ顔の半兵
衛

藤田まこと,三田村邦
彦,中条きよし,鮎川い
ずみ,山田五十鈴,菅
井きん,白木万理,沖　
雅也,森田健作,藤村
富美男,フランキー堺,
アイ・ジョージ,小松方
正,常田富士男,西郷
輝彦他

118 1982.10

土曜ワイド劇場
西村京太郎トラベルミ
ステリー
再婚旅行殺人事件　
出雲で死んだ女

テレビ朝日,東映 西村京太郎 猪又憲吾 島崎喜美男 井村正義

愛川欽也,三橋達也,
大谷直子,井川大輔,
高原陽子,阿部希郎,
成瀬　正他
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119 1982.11

土曜ワイド劇場
秋の名作推理特選！
奥多摩殺人渓谷
釣部渓三郎の推理〝
釣れない魚の謎〟

テレビ朝日,東映 太田蘭三 猪又憲吾 斎藤武市
推理作家
釣部渓三郎

池上季実子,大坂志
郎,谷　隼人,小林稔
侍,穂積隆信,月丘千
秋他

120 1983.02

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ②
愛の疑惑

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・ブロンジー
ニ

田上雄 佐光千尋
俺
名無しの探偵

篠ひろ子,船戸　順,浅
野温子,なべおさみ,小
林稔侍他

121 1983.11

木曜９時の女 不倫の
女シリーズ
不倫の女 かりそめの
未亡人

テレビ朝日
ミシェル・ルブラ
ン

高橋玄洋 山内和郎 平岡　剛
山本陽子,小野寺昭,
深水三章他

122 1983.11

サントリーミステリース
ペシャル
虹へ、アヴァンチュー
ル 日本縦断連続殺人
大富豪の謎

ＡＢＣ 鷹羽十九哉 安倍徹郎 工藤栄一 班目四三

中村雅俊,池上季実
子,山田五十鈴,佐藤　
慶,金沢　碧,有島一
郎,十代目 岩井半四
郎,レオナルド熊,梨元
　勝他

123 1984.01

土曜ワイド劇場
高級コールガールの
殺人
ワナに落ちた非行刑
事 なぜ彼女は撃った
か？

松竹芸能,ＡＢＣ 廣澤　栄 児玉　進
京都北町署刑事
山橋徳太郎

笑福亭鶴瓶,風吹ジュ
ン,石橋蓮司,白川和
子,神田　隆他

124 1984.03
火曜サスペンス劇場
盲点

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

矢島正雄,弘兼
憲史

貞永方久 帯盛迪彦
検事
森

吉田日出子,ベンガル,
池部　良,織本順吉,船
戸　順,一色彩子,織本
順吉,三上真一郎,近
藤　宏,田口　計,長谷
川初範他

125 1984.04

土曜ワイド劇場
授業参観の女
生徒の母がコールガ
ール!? まじめ教師が
たった一度の非行

テレビ朝日,東映 佐野　洋 須川栄三 野田幸男
小学校教師
田坂恭平

萬田久子,藤田弓子,
伊藤かずえ,内田朝雄,
磯部　勉,小林稔侍,伊
東四朗,船戸　順他

126 1984.05
ドラマスペシャル
炎熱商人

ＮＨＫ(大阪放送
局)

深田祐介 大野靖子
樋口昌弘,平山
武之

鴻田貿易マニラ
事務所所長
小寺和男

松平　健,中条きよし,
梶芽衣子,トニー・マベ
ッサ,市原悦子,高峰三
枝子,勝野　洋,藤岡琢
也,佐藤　慶他

127 1984.07
ドラマ人間模様
羽田浦地図

ＮＨＫ 小関智弘 池端俊策
門脇正美,木田
幸紀

旋盤工
茂木

藤村志保,田村高廣,
佐藤オリエ,川上麻衣
子,利重　剛,毒蝮三太
夫,小林稔侍,光石　研
他

128 1985.02
恋はミステリー劇場
原島弁護士の愛と悲
しみ

ＴＢＳ 小杉健治 今野　勉 大山勝美 原島

高橋惠子,米山善吉,
佐藤　慶,古尾谷雅人,
斉藤由貴,北詰友樹,
伊藤栄子,久米　明,南
　美江他

129 1985.04
ドラマスペシャル
破獄

ＮＨＫ 吉村　昭 山内　久 佐藤幹夫 佐久間清太郎

津川雅彦,中井貴恵,
なべおさみ,玉川良一,
佐野浅夫,織本順吉,
田武謙三,綿引勝彦,
宗近晴見,樋浦　勉,成
瀬　正他

130 1985.06
セゾンスペシャル
受胎の森

ＴＢＳ 市川森一 大山勝美
アニメーション作
家
佃たかし

竹下景子,風間杜夫,
樋口可南子,中原有弥
子,山岡久乃,山内　
明,久慈あさみ

131
1985.08
～1985.11

迷宮課刑事おみやさ
ん

ＡＢＣ,STAFFアズ
バーズ

石ノ森章太郎
長野　洋,篠崎　
好,鴨井達比古,
田上　雄

村川　透,永野靖
忠,貞永方久,工
藤栄一,嶋崎喜
美男,長谷和夫,
中津川勲
(制作)山内久司

鳥居勘三郎

古手川祐子,小林稔
侍,園佳也子,戸浦六
宏,新藤栄作,桜金造,
三井太介,織本順吉,
二宮さよ子他

132 1987.02

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ
③愛の復讐　

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

柏原寛司 村川　透
俺
名無しの探偵

研ナオコ,土屋嘉男,風
祭ゆき,椎谷建治,なべ
おさみ,小林稔侍他

133 1987.06

サントリーリザーブ
ドラマスペシャル
炎の料理人・北大路
魯山人

NEXUS,日本テレ
ビ

岩間芳樹 倉内　均 北大路魯山人
津川雅彦,名取裕子,
中田喜子,高峰三枝子
他
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134
1987.10
～1987.12

六本木ダンディーお
みやさん

ＡＢＣ,STAFFアズ
バーズ

石ノ森章太郎
田上　雄,中岡京
平,鹿水晶子,篠
崎　好

村川　透,永野靖
忠,斎藤光正
(制作)山内久司

鳥居勘三郎

研ナオコ,園佳也子,小
林稔侍,斉藤慶子,友
里千賀子,速水昌未,
東　八郎,光石　研他

135 1988.01
新春特別企画ドラマ
徳川家康

東映,ＴＢＳ (原案)高田宏治 高田宏治 降旗康男 豊臣秀吉

松方弘樹,十朱幸代,
名取裕子,佐久間良
子,岩下志麻,丹波哲
郎,池上季実子,かたせ
梨乃,野村宏伸,立花
理佐,加納みゆき,真田
広之,黒木　瞳,長門裕
之,山城新伍,千葉真
一,(ナレーション)江守
　徹

136 1988.01
ドラマ23
恋人関係

ＴＢＳ 森村誠一 今野　勉 坂崎　彰
小説家
新名克彦

鷲尾いさ子,光本幸子,
小林聡美,山口美也
子,財津和夫,阿藤　海
(後に阿藤　快),結城
美栄子他

137
1988.01
～1988.03

水曜ドラマ
とっておきの青春

ＮＨＫ 井沢　満
宮沢俊樹,高野
喜世志,末松緑
朗

林　雄平

斉藤由貴,小沢栄太
郎,高橋恵子,山岡久
乃,上原　謙,唐沢寿
明,光石　研,姿　晴香,
河内桃子,寺泉　憲他

138 1988.04

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ④
愛の死角

Ｓ.Ａ.Ｃ,日本テレ
ビ

ビル・プロンジー
ニ

中岡京平 工藤栄一
俺
名無しの探偵

藤真利子,大坂志郎,
村上幹夫,山田博行,
武見龍麿,赤坂広人,
山西道広,なべおさみ,
小林稔侍他

139 1988.07
ドラマスペシャル
虹のある部屋

ＮＨＫ 池端俊策 村上佑二
レンズ研磨工
榊信吉

杉浦直樹,大谷直子,
中原ひとみ,尾藤イサ
オ,角野卓造,未來貴
子,北見治一,奥村公
延他

140 1988.11
ドラマスペシャル
海の群星

ＮＨＫ(大阪放送
局)

谷川健一 池端俊策 佐藤幹夫
漁師の親方
小島屋

順みつき,丘みつ子,荒
井紀人,石田ゆり子,織
本順吉他

141 1989.01
新春大型時代劇スペ
シャル
織田信長

東映,ＴＢＳ 高田宏治 高田宏治 中島貞夫 ナレーター

渡辺　謙,十朱幸代,名
取裕子,千葉真一,若
山富三郎,松方弘樹,
藤真利子,かたせ梨乃,
加納みゆき,真田広之,
丹波哲郎,中条きよし,
長門裕之,南田洋子,
司　葉子,根津甚八,ケ
ーシー高峰,野村真
美,織本順吉,二宮さよ
子,坂上　忍,佐川満男
他

142 1989.02

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑤
殺意のデッサン

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

金子成人 工藤栄一
俺
名無しの探偵

田中律子,金沢　碧,森
山周一郎,藤奈津子,
西田　健,光石　研,北
村総一朗,朝比奈順
子,根上　淳,なべおさ
み,小林稔侍他

143
1989.10
～1989.11

SERIES DRAMA 10
詩城の旅びと

ＮＨＫ 松本清張 寺内小春 吉村芳之 木村信夫

富司純子,中川安奈,
根津甚八,フィリップ・
ルメール,長塚京三,江
見俊太郎,新藤栄作,
原日出子,寺田　農,内
藤剛志,岩本多代,寺
島　忍(現・寺島しの
ぶ),高松英郎,島田正
吾他

144
1989.10
～1990.01

青春大河ドラマ
野望の国 嵐の章

日本テレビ 市川森一
市川森一,吉本
昌弘

吉野　洋,佐藤東
弥

松本良順

近藤真彦,竹下景子,
樋口可南子,松村雄
基,緒形幹太,香川照
之,川野太郎,風見しん
ご,ケント・ギルバート,
かたせ梨乃,西田敏行,
陣内孝則,鷲尾いさ子,
三浦浩一,石田ひかり,
勝野　洋,石倉三郎,峰
　竜太,(ナレーション)
徳光和夫他
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145 1989.11
月曜ドラマスペシャ
ル
外科東病棟

ＴＢＳ 江川　晴 今野　勉 井下靖央
大学病院主任教
授
吉村幸男

富田靖子,多岐川裕
美,小林稔侍,木内みど
り,梅野泰靖,小山明
子,茅島成美,白川由
美,石黒　賢,鷲尾いさ
子他

146 1989.12

水曜グランドロマン
・男の事情シリーズ
①
旅の終りに

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

金子成人 井上　昭 佐田洋平

藤真利子,佐藤Ｂ作,光
石　研,新井康弘,山下
智子,織本順吉,杉山と
く子,梅津栄他

147 1990.01
新春時代劇スペシャル
新吾十番勝負

テレビ朝日,東映 川口松太郎
鈴木則文,志村
正浩

大洲　斉 ナレーター

真田広之,佐久間良
子,若山富三郎,千葉
真一,池上季実子,風
間杜夫,浅野ゆう子,松
原千明,仲村トオル,山
口　崇,佐藤　慶,大出
　俊,中尾　彬,内藤武
敏,大木実,下川辰平
他

148 1990.02

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑥
愛の虚構

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

橋本以蔵 工藤栄一
俺
名無しの探偵

渡辺えり子(現・渡辺え
り),一色彩子,山本紀
彦,吉澤　健,小林勝
彦,なべおさみ,小林稔
侍他

149 1990.03
サントリードラマス
ペシャル
失われた時の流れを

フジテレビ 倉本　聰 杉田成道 山辺公一

中井貴一,仙道敦子,
伊崎充則,倍賞千恵
子,大地康雄,渡辺文
雄,郷ひろみ,山田吾
一,山口美也子,坂本
長利,小坂一也,石丸
謙二郎他

150 1990.04
ドラマスペシャル
普通の結婚式

ＴＢＳ 松原敏春
山泉　脩
(プロデューサ
ー)貴島誠一郎

小島慎太郎

浅野ゆう子,吉行和子,
山口智子,布施　博,菅
井きん,ケーシー高峰,
手塚理美,井川比佐
志,小松方正,金田一
春彦,角野卓造,浜田
雅功他

151 1990.10

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑦
愛の幻影

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

畑　啓美 工藤栄一
俺
名無しの探偵

島田陽子,ジュン・カワ
イ,加藤治子,本田美奈
子(後に本田美奈子.),
三橋達也,小林稔侍他

152 1990.12

朝日放送創立40周年
記念ドラマスペシャ
ル
静寂の声 乃木希典・
静子の生涯

ＡＢＣ,総合プロデ
ュース

渡辺淳一 香取俊介 清水　満 乃木希典

竹下景子,鈴木保奈
美,加藤治子,吉田栄
作,地井武男,野川由
美子,長門裕之,織本
順吉,竹中直人,河原
崎長一郎,森本レオ他

153 1990.12
ＴＢＳ創立40周年記念
時代劇特別企画
忠臣蔵

ＴＢＳ 池端俊策
竹之下寛次
(プロデューサ
ー)八木康夫

大野九郎兵衛

竹下景子,陣内孝則,
真木蔵人,中山美穂,
下條正巳,かとうかず
子,佐野史郎,的場浩
司,杉本哲太,羽賀研
二,小林稔侍,高嶋政
伸,伊東四朗,三田村
邦彦,西田敏行,東千
代之介他

154
1991.01
～1991.12

大河ドラマ
太平記

ＮＨＫ 吉川英治
池端俊策,仲倉
重郎

佐藤幹夫,門脇
正美,田中賢二,
榎戸祟泰,峰島
総生,竹林　淳,
尾崎充信

足利貞氏

真田広之,沢口靖子,
萩原健一,高嶋政伸,
片岡孝夫(現・十五代
目 片岡仁左衛門),武
田鉄矢,片岡鶴太郎,
宮沢りえ,陣内孝則,柄
本　明,柳葉敏郎,後藤
久美子,フランキー堺
他

155 1991.05

月曜ドラマスペシャ
ル
父の涙第２弾 ガン病
棟八階

ＴＢＳ 今野　勉 大山勝美
外科医
吉村

富田靖子,多岐川裕
美,小林稔侍,野際陽
子,鷲尾いさ子,木内み
どり,石黒　賢,白川由
美他

156 1992.03
火曜サスペンス劇場
99％の誘拐

にっかつ撮影所,
日本テレビ

岡嶋二人 佐伯俊道 一倉治雄 間宮富士夫

伊原剛志,中川安奈,
綿引勝彦,内藤武敏,
宮川一朗太,有川　博
他
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157
1992.04
～1992.06

金曜ドラマ
愛はどうだ

ＴＢＳ
(企画)秋元　康,
佐藤光夫

遠藤察男

遠藤　環,山崎恆
成,金子与志一
(プロデューサ
ー)遠藤　環

三崎修一

清水美砂,つみきみほ,
渋谷琴乃,伊原剛志,
福山雅治,渡辺えり子
(現・渡辺えり),羽野晶
紀,伊東ゆかり,村上里
佳子(現・RIKACO),常
盤貴子,森口瑤子他

158 1992.09

東芝日曜劇場
拝啓、男たちへ①
そよ風ときにはつむ
じ風

ＴＢＳ 池部　良 小山内美江子
井下靖央
(プロデューサ
ー)柳井　満

池部　鈞

竹下景子,多田直人,
小田部亜弥,島本裕
也,庄司永建,松田洋
治,早崎文司,光石　
研,沼田　爆,梅津　栄
他

159 1992.09

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ
⑧彼女の人生

Ｓ.Ａ.Ｃ,日本テレ
ビ

ビル・プロンジー
ニ

金子成人 井上　昭
俺
名無しの探偵

渡辺　梓,光石　研,安
藤一夫,趙　方豪,赤星
昇一郎,倉崎青児,青
木卓司,左右田一平,
なべおさみ,小林稔侍
他

160 1992.10
月曜ドラマスペシャ
ル
逆転報道

アズバーズ,ＴＢＳ 清水有生 小田切正明
ニュースキャス
ター
高部隆介

片岡鶴太郎,伊東四
朗,木内みどり,西岡徳
馬,かとうかずこ(現・か
とうかず子),中村あず
さ,泉谷しげる,高杢禎
彦,真実一路他

161 1993.02

東芝日曜劇場
拝啓、男たちへ⑤
そよ風ときにはつむ
じ風

ＴＢＳ 池部　良 小山内美江子
井下靖央
(プロデューサ
ー)柳井　満

池部　鈞

竹下景子,多田直人,
島本裕也,小田部亜
弥,早崎文司,戸川京
子,中島　元,内山信二
他

162
1993.04
～1993.05

土曜ドラマ
春の一族

(制作)ＮＨＫエン
タープライズ,総合
ビジョン
(放送局)ＮＨＫ

山田太一 深町幸男 中井治郎

十朱幸代,国生さゆり,
中島唱子,浅野忠信,
藤岡琢也,丘みつ子,
天宮　良,江戸家猫八,
内海桂子他

163 1993.06

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑨
ガーベラの女

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

橋本以蔵 井上　昭
俺
名無しの探偵

風吹ジュン,平泉　成,
光石　研,江藤　漢,神
保悟志,水木　薫,小林
稔侍他

164
1993.07
～1993.09

ポケベルが鳴らなく
て

(制作協力)キャス
トス,SOLD-OUT
(制作・著作)日本
テレビ

(企画原案)秋元
　康

遠藤察男
雨宮　望,堤　幸
彦

水谷誠司

裕木奈江,坂井真紀,
金山一彦,池田　聡,高
橋克典,あめくみちこ,
谷　啓,阿木燿子他

165 1994.01
金曜エンタテイメン
ト
動く壁

アズバーズ,フジ
テレビ

吉村　昭 清水有生 小田切正明
首相警護SP
北島　基

宮崎ますみ(現・宮崎
萬純),丘みつ子,神山
繁,杉本哲太,高田純
次,久米　明,豊原功
補,益岡　徹,高島礼
子,青山知可子他

166
1994.04
～1994.06

スチュワーデスの恋人 大映テレビ,ＴＢＳ (監修)深田祐介 石原武龍
浅生憲章,江崎
実生

桜木　明

宅麻　伸,宮崎ますみ
(現・宮崎萬純),戸田菜
穂,森尾由美,喜多嶋
舞,井上晴美,五十嵐
めぐみ,内藤剛志,角野
卓造,細川ふみえ,沢
田亜矢子,(ナレーショ
ン)石丸謙二郎他

167 1994.05

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑩
少年

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

畑　啓美 一倉治雄
俺
名無しの探偵

余貴美子,深水三章,
西谷卓統,神津はづき,
小西杏奈,上田耕一,
坂田雅彦,小林稔侍他

168 1994.10
土曜ドラマ
秋の一族

ＮＨＫ,総合ビジョ
ン

山田太一 深町幸男 江崎史郎

岸　惠子,原田知世,大
鶴義丹,平田　満,川原
和久,野村昭子,藤岡
琢也他

169 1995.08

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑪
ガラスの少女　

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

金子成人 一倉治雄
俺
名無しの探偵

市毛良枝,有沢妃呂
子,浜崎あゆみ,及川以
造,芦川　誠,西田もも
こ,小林稔侍他

170 1995.10
土曜ドラマ
百年の男

ＮＨＫ 池端俊策 若泉久朗 国木田周平

清水美砂(現・清水美
沙),大楠道代,坂上二
郎,橋本　潤,内藤武
敏,梅津　栄他
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171 1996.01
正月時代劇
命捧げ候

ＮＨＫ 藤沢周平 中島丈博 村上佑二
木曾福島藩吟味
塚本伊織

南野陽子,平田　満,浅
野忠信,高松英郎,西
岡徳馬,八名信夫,坂
口芳貞,富家規政,真
実一路他

172 1996.02
金曜エンタテイメント
ナニワ金融道

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 河毛俊作
帝国金融社長
金子高利

中居正広,小林　薫,桂
三枝(現・六代目 桂文
枝),室井　滋,綿引勝
彦,大塚周夫,左右田
一平,六角精児,梶原　
善,西川のりお,花沢徳
衛,深津絵里他

173 1996.04

火曜サスペンス劇場
名無しの探偵シリー
ズ⑫
兄妹

STAFFアズバー
ズ,日本テレビ

ビル・プロンジー
ニ

畑　啓美 中島紘一
俺
名無しの探偵

有森也実,藤真利子,
寺泉　憲,高岡健二,長
谷川哲夫,河原さぶ,小
林稔侍他

174
1996.07
～1996.09

八月のラブソング

(制作協力)共同
テレビジョン
(制作・著作)よみ
うりテレビ

黒土三男,田渕
久美子

星田良子,村上
正典

土門栄造

葉月里緒菜(現・葉月
里緒奈),加藤雅也,一
色紗英,大杉　漣,大河
内浩,モト冬樹,光石　
研,内田春菊,石井苗
子他

175 1996.07
金曜エンタテイメント
橋の雨

(制作協力)ベイシ
ス
(制作・著作)共同
テレビジョン,フジ
テレビ

伊集院静 梶本恵美 星田良子 瀬田雄次

天海祐希,阿部　寛,金
山一彦,中村嘉葎雄,
亀石征一郎,浅利香津
代他

176 1996.10
ドラマスペシャル
最後の家族旅行 Fami
ly Affair

ＴＢＳ
川端康成
(番組原案)松原
敏春

青柳祐美子 生野慈朗 桜井鴻一

石田ゆり子,稲垣吾郎,
安藤政信,橋爪　功,高
橋理恵子,吉谷彩子,
寺田千穂,高橋惠子他

177 1996.10
金曜エンタテイメント
ナニワ金融道２

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 石坂理江子
帝国金融社長
金子高利

中居正広,小林　薫,篠
原涼子,伊東四朗,羽
場裕一,京本政樹,もた
いまさこ,木の実ナナ,
冨士眞奈美,小野武
彦,徳井　優,綿引勝
彦,梶原　善,六角精
児,左右田一平,月亭
八方,ウルフルズ他

178 1996.10

月曜ドラマスペシャ
ル
秋の特別企画 白愁の
とき

KAZUMO,ＴＢＳ 夏樹静子 高田　純 大山勝美 進藤

黒木　瞳,酒井美紀,中
村美代子,川口敦子,
伊藤洋三郎,藤田敏
八,須永　慶他

179
1997.01
～1997.12

大河ドラマ
毛利元就

ＮＨＫ 永井路子 内舘牧子

松岡孝治,小林　
武,吉川邦夫,佐
野元彦,越智篤
志,渡邊良雄,今
井洋一,礒　智
明,山本敏彦

尼子経久

中村橋之助(現・八代
目 中村芝翫),富田靖
子,森田　剛,西郷輝
彦,竹下景子,松坂慶
子,葉月里緒菜(現・葉
月里緒奈),渡部篤郎,
上川隆也,高嶋政宏,
的場浩司,風間トオル,
松重　豊,恵　俊彰,高
橋由美子,細川俊之,
草刈正雄,加賀まりこ
他

180 1997.06

ギフト(第10話／最終
話)
謎がすべて明らかに!
さようなら由紀夫

フジテレビ 飯田譲治 河毛俊作
厚生省官僚
岸和田裕二郎

木村拓哉,室井　滋,小
林聡美,篠原涼子,今
井雅之,倍賞美津子,
梶原　善, 鈴木京香,
真木蔵人,有森也実,
忌野清志郎他

181 1998.01
新春ドラマスペシャル
ナニワ金融道３

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 河毛俊作
帝国金融社長
金子高利

中居正広,小林　薫,石
田ひかり,浅野ゆう子,
宇梶剛士,金田明夫,
佐藤Ｂ作,綿引勝彦,梶
原　善,六角精児,左右
田一平他

182
1998.01
～1998.02

水曜シリーズドラマ
翔ぶ男

ＮＨＫ,ＮＨＫエン
タープライズ21
（現・ＮＨＫエンタ
ープライズ）

池端俊策
小松　隆,後藤高
久

五反田警察署警
部補
青野由吉

高橋克典,石田えり,永
島暎子,浅野忠信,財
津一郎,浅利香津代,
仲谷　昇,宗近晴見,光
石　研他
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183
1998.06
～1998.08

BSドラマ
チョコレート革命

ＮＨＫ(ＮＨＫ－Ｂ
Ｓ２),ＮＨＫエンタ
ープライズ21（現・
ＮＨＫエンタープ
ライズ）,共同テレ
ビジョン

俵　万智 中園ミホ
松田秀知,藤田
明二

桐山啓介

葉月里緒菜(現・葉月
里緒奈),泉谷しげる,金
山一彦,森本レオ,柳明
日香,藤田三保子,佐
原健二,藤原弘子,神
保悟志他

184 1998.08
火曜サスペンス劇場
松本清張スペシャル
中央流沙

日本テレビ,松竹,
「霧」企画

松本清張 佐伯俊道 三村晴彦
通産省情報産業
局事務官
山田喜一郎

石橋　凌,石橋蓮司,藤
真利子,鶴田　忍,本田
博太郎,新　克利,石田
太郎,中丸新将,江原
真二郎,筒井真理子他

185
1999.02
～1999.03

ＮＨＫドラマ館
チョコレート革命

ＮＨＫ(ＮＨＫ－Ｂ
Ｓ２),ＮＨＫエンタ
ープライズ21（現・
ＮＨＫエンタープ
ライズ）,共同テレ
ビジョン

俵　万智 中園ミホ
松田秀知,藤田
明二

桐山啓介

葉月里緒菜(現・葉月
里緒奈),泉谷しげる,金
山一彦,森本レオ,柳明
日香,藤田三保子,佐
原健二,藤原弘子,神
保悟志他

186 1999.04
山田太一ドラマ
春の惑星

ＴＢＳ 山田太一 井下靖央 神崎重雄

いしだ壱成,ともさかり
え,中井貴一,倍賞美
津子,手塚理美,泉ピン
子,佐藤　慶,洞口依
子,角野卓造他

187 1999.04
古畑任三郎スペシャル
黒岩博士の恐怖

共同テレビジョン,
フジテレビ

三谷幸喜 鈴木雅之
監察医
黒岩健吾

田村正和,西村雅彦
(現・西村まさ彦),栗田
貫一,石井正則,白井
晃,小林　隆,酒井敏
也,篠井英介,八嶋智
人他

188 1999.04
金曜エンタテイメント
ナニワ金融道４

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 河毛俊作
帝国金融社長
金子高利

瀬戸朝香,宇崎竜童,
大杉　漣,いしだあゆ
み,花紀　京,芦屋小
雁,綿引勝彦,梶原　
善,六角精児,左右田
一平,酒井敏也,國村　
隼,笹野高史,斎藤晴
彦他

189 1999.11 ディア・フレンド ＴＢＳ 山元清多
竹之下寛次
(プロデューサ
ー)八木康夫

佐竹喜一

岡田准一,洞口依子,
山田麻衣子,斉木しげ
る,伊東四朗,永作博美
他

190 2000.04
ドラマスペシャル
手塚治虫劇場
第三章「カノン」

テレビ朝日,イース
ト

手塚治虫 矢島正雄 上川伸廣 加納

富田靖子,大石　恵,谷
　啓,奥村公延,有福正
志,浅沼晋平,草見潤
平他

191 2000.09
スペシャルドラマ
ナニワ金融道５

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 澤田鎌作
帝国金融社長
金子高利

中居正広,小林　薫,加
藤あい,堤　真一,山咲
千里,小松政夫,チャー
リー浜,斎藤晴彦,梶原
　善,六角精児,左右田
一平,永澤俊矢,吉岡
美穂他

192 2001.11 聖徳太子
ＮＨＫ(大阪放送
局)

池端俊策 佐藤幹夫 蘇我馬子

本木雅弘,ソル・ギョン
グ,中谷美紀,柄本　明,
加藤雅也,今田耕司,
國村　隼,宝田　明,松
坂慶子,近藤正臣他

193 2002.06
金曜時代劇
命捧げ候(再編集版)

ＮＨＫ 藤沢周平 中島丈博 村上佑二
木曾福島藩吟味
塚本伊織

南野陽子,平田　満,浅
野忠信,高松英郎,西
岡徳馬,八名信夫,坂
口芳貞,富家規政,真
実一路他

194 2002.08
焼け跡のホームランボ
ール

ＮＨＫ(ＮＨＫＢＳ
－９ｃｈ)

井上ひさし 尾西兼一 田中賢二 語り

鈴木祐真,矢部裕貴
子,大杉　漣,清水美砂
(現・清水美沙),石坂浩
二,イッセー尾形,細川
直美,つみきみほ,余貴
美子,岡本富士太他

195
2003.04
～2003.06

金曜ドラマ
ブラックジャックによろ
しく

(制作)ＴＢＳエンタ
テインメント(現・Ｔ
ＢＳスパークル)
(製作・著作)ＴＢＳ

佐藤秀峰 後藤法子

平野俊一,三城
真一,山室大輔
(チーフプロデュ
ーサー) 貴島誠
一郎

誠同病院
服部　脩 

妻夫木聡,鈴木京香,
加藤浩次,小林　薫,三
浦友和,国仲涼子,綾
瀬はるか,伊東四朗,杉
本哲太,岩松　了,泉ピ
ン子,原田芳雄他
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№ 年月 タイトル 放送局・制作会社 原作者 脚本 監督（演出） 役名 共演者

196 2003.06
ドラマ特別企画
タイムリミット

Joker,ＴＢＳ
木田紀生,利重　
剛,萩生田宏治,
林　海象

林　海象
刑事
加山　守

竹野内豊,いしだあゆ
み,京野ことみ,北村一
輝,火野正平,麻生祐
未,佐野史郎,石橋蓮
司,原田芳雄他

197 2003.09
ドラマスペシャル
血脈

KANOX,PROTX,
テレビ東京

佐藤愛子 中島丈博 久世光彦 佐藤紅緑

宮沢りえ,石田ゆり子,
木内みどり,勝村政信,
中村獅童,今井雅之,
豊原功補,ダンカン,奥
貫　薫,山口いづみ,筒
井康隆,蟹江敬三他

198 2003.10
エ・アロール－Et Alor
s－ ～それがどうした
の～

ＴＢＳ,ドリマックス・
テレビジョン(現・Ｔ
ＢＳスパークル)

渡辺淳一 相沢友子

平野俊一,松田
礼人,高野英治
(チーフプロデュ
ーサー)貴島誠
一郎

立木重雄

豊川悦司,木村佳乃,
水川あさみ,吉行和子,
草笛光子,伊東四朗,
白川由美,織本順吉,
津川雅彦他

199 2004.03
月曜ミステリー劇場
ひまわりさん 遺失物
係を命ず！

(制作協力)国際
放映
(制作)ＴＢＳエンタ
テインメント
(制作・著作)ＴＢＳ

鶴田一文,テリー
山本

橋本以蔵 北畑泰啓
港町西署遺失物
係
越知義郎

小澤征悦,川原亜矢
子,隆　大介,頭師孝
雄,緒形幹太,赤木春
恵,山咲トオル,大澄賢
也,木内晶子,石倉三
郎,柳沢慎吾他

200
2004.07
～2004.09

人間の証明 フジテレビ 森村誠一 前川洋一
河毛俊作,久保
田哲史,成田　岳

警視庁捜査第一
課警部
那須英三郎

竹野内豊,夏川結衣,
大杉　漣,池内博之,高
岡蒼佑(現・高岡奏輔),
松下奈緒,堀北真希,
横山めぐみ,田辺誠一,
國村　隼,風間杜夫,松
坂慶子他

201 2005.01
新春ドラマスペシャル
ナニワ金融道６

フジテレビ 青木雄二 君塚良一 平野　眞
帝国金融社長
金子高利

中居正広,小林　薫,池
脇千鶴,高岡早紀,篠
原涼子,綿引勝彦,坂
田利夫,段田安則,笑
福亭鶴瓶,室井　滋,陣
内孝則,梶原　善,六角
精児,左右田一平,鈴
木砂羽,田中要次,田
中哲司,要　潤,トータス
松本,岡村隆史他

202 2005.03
TBSテレビ放送50周年
スペシャルドラマ
青春の門-筑豊篇-

(制作)ドリマックス
・テレビジョン
(製作・著作)ＴＢＳ

五木寛之 成瀬活雄

平野俊一
(プロデューサ
ー)貴島誠一郎,
橋本　孝

矢部虎次

鈴木京香,豊川悦司,
石田卓也,邑野みあ,岸
谷五朗,杉本哲太,ガッ
ツ石松,金田明夫,大浦
龍宇一,根岸季衣,佐
藤浩市他

203
2005.04
～2005.05

土曜ドラマ
瑠璃の島

(製作協力) ケイフ
ァクトリー
(製作・著作)日本
テレビ

森口　豁
森下佳子,寺田
敏雄,森下　直,
武田有紀

猪股隆一,池田
健司,国本雅広

仲間勇造

成海璃子,竹野内豊,
小西真奈美,倍賞美津
子,小日向文世,賀集
利樹,平泉　成,市毛良
枝,岸部一徳,井川遥
他

204 2005.07
月曜ミステリー劇場
ひまわりさん 遺失物
係を命ず！２

(制作協力)国際
放映
(制作)ＴＢＳテレビ
(現・ＴＢＳスパーク
ル)
(制作・著作)ＴＢＳ

鶴田一文,テリー
山本

橋本以蔵 北畑泰啓
港町西署遺失物
係
越知義郎

小澤征悦,川原亜矢
子,小池栄子,隆　大
介,緒形幹太,山咲トオ
ル,清水ミチコ,一色彩
子,山田辰夫,中島ひろ
子,田山涼成,高畑淳
子,池内淳子他

205 2005.10
山田太一スペシャル2
005
いくつかの夜

(制作協力)ＣＢＣ
クリエイション
(製作・著作)ＣＢＣ

山田太一 山本恵三 中谷恒平

鶴田真由,内田朝陽,
仁藤優子,棚橋真典,
中山　心,川本貴則,金
子康雄他

206
2006.10
～2006.11

金曜ドラマ
セーラー服と機関銃

(制作)ＴＢＳテレビ
(製作・著作)ＴＢＳ

赤川次郎 いずみ吉紘
平川雄一朗,加
藤　新

国会議員
三大寺 一

長澤まさみ,堤　真一,
小泉今日子,中尾明
慶,田口浩正,山本龍
二,橋爪　淳,井澤健,
本田博太郎他

207 2007.01
瑠璃の島 SPECIAL 20
07
初恋

(製作協力) ケイフ
ァクトリー
(製作・著作)日本
テレビ

森口　豁 寺田敏雄 猪股隆一 仲間勇造

成海璃子,神木隆之
介,小西真奈美,倍賞
美津子,岸部一徳,井
川　遥,田辺誠一,塩見
三省,市毛良枝,平泉　
成,賀集利樹,勝村政
信,西田尚美,小日向
文世他
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№ 年月 タイトル 放送局・制作会社 原作者 脚本 監督（演出） 役名 共演者

208
2007.01
～2007.12

大河ドラマ
風林火山

ＮＨＫ 井上　靖 大森寿美男

清水一彦,田中
健二,磯　智明,
東山充裕,亀村
朋子,福井充広,
大杉太郎,清水
拓哉

宇佐美定満

内野聖陽,貫地谷しほ
り,Gackt(現・GACKT),
市川亀治郎(現・四代
目 市川猿之助),佐々
木蔵之介,谷原章介,
清水美砂(現・清水美
沙),池脇千鶴,池松壮
亮,真木よう子,佐藤隆
太,水川あさみ,桜井幸
子,小日向文世,千葉
真一,風吹ジュン,仲代
達矢他

209 2008.08
広島発特集ドラマ
帽子

(制作協力)ＮＨＫ
プラネット
(制作・著作)ＮＨ
Ｋ(広島放送局) 

池端俊策 黒崎　博
帽子職人
高山春平

玉山鉄二,岸部一徳,
大西麻恵,青野光臣,
山本晋也,北見敏之,
牟田悌三,田中裕子他

210
2008.10
～2008.12

フジテレビ開局50周年
記念ドラマ
木曜劇場 風のガーデ
ン 

(制作協力)ＦＣＣ
(制作・著作)フジ
テレビ

倉本　聰 宮本理江子 白鳥貞三

中井貴一,黒木メイサ,
伊藤　蘭,神木隆之介,
国仲涼子,平原綾香,
奥田瑛二,石田えり,布
施　博,平原綾香,草笛
光子,大滝秀治他

211 2015.01
土曜プレミアム
新ナニワ金融道

フジテレビ
青木雄二(青木
雄三プロダクショ
ン)

君塚良一 河毛俊作
帝国金融社長
金子高利(写真
のみの出演)

中居正広,蓮佛美沙
子,綿引勝彦,六角精
児,桜庭ななみ,菊池風
磨,梶原　善,小池栄
子,斎藤洋介,鷲尾真
知子,ユースケ・サンタ
マリア,小林　薫他
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3. 映画一覧

№ 年 タイトル 製作・配給 原作者 脚本 監督 役名 共演者

1 1960.09 遠い一つの道
(製作)東京映画 
(配給)東宝

菊島隆三
安藤日出男,内
川清一郎,菊島
隆三

内川清一郎 白木　保

島田正吾,福田公子,木
暮実千代,浜　美枝,石山
健二郎,郡司八郎,初瀬
乙羽,ミッキー安川,河村
憲一郎,清水　彰,岡　泰
正,千早隆子,最上竜二
郎,伊吹総太朗,宮島　誠
 ,波多　昇,白井義男他

2 1964.09 間謀 東映
沢島　忠,中島貞
夫,鳥居元宏

沢島　忠 佐々木忠之

内田良平,松方弘樹,野
川由美子,田中邦衛,宗
方奈美,楠　侑子,菅貫太
郎,京　唄子,鳳　啓助,天
津　敏,三島雅夫他

3 1968.06
セックス・チェック 第二
の性

大映 寺内大吉 池田一朗 増村保造 宮路司郎

安田道代,小川真由美,
滝田裕介,内田朝雄,谷　
謙一,早川雄三,笠原玲
子,仁木多鶴子,村田扶
実子,目黒幸子他

4 1968.10 積木の箱 大映 三浦綾子
池田一朗,増村
安造

増村保造 杉浦悠二

若尾文子,松尾嘉代,内
田朝雄,梓　英子,南美川
洋子,内田喜郎,川上和
夫,島田　博,荒木道子他

5 1969.02 永訣 松竹 高橋玄洋 高橋玄洋 大庭秀雄 戒能忠之

舟木一夫,尾崎奈々,大
空眞弓,野々村潔,中北
千枝子,山本紀彦,村山　
健,山岸映子,柏田旦子,
河野秋武,今井健二他

6 1969.03 風林火山
(製作)三船プロダ
クション
(配給)東宝

井上　靖
橋本　忍,國弘威
雄

稲垣　浩 畑中武平

三船敏郎,佐久間良子,
大空眞弓,五代目 中村
勘九郎(後の十八代目 
中村勘三郎),中村賀津
雄(現・中村嘉津雄),田村
正和,志村　喬,月形龍之
介,中村翫右衛門,中村
錦之助(萬屋錦之介),石
原裕次郎他

7 1969.06 七つの顔の女 松竹 宮川一郎 前田陽一 学者

岩下志麻,有島一郎,西
村　晃,左とん平,有川由
紀,財津一郎,山田禅二,
杉本エマ,三井弘次,ザ・
リンガーズ,伊東きよ子他

8 1969.10 わが恋わが歌 松竹
吉野秀雄,
山口　瞳,吉
野壮児

廣澤　栄 中村　登 山口　瞳

十七代目 中村勘三郎,
岩下志麻,八千草薫,竹
脇無我,中村賀津雄(現・
中村嘉津雄),北林早苗,
沖山秀子,沢村貞子,三
木のり平他

9 1971.05 婉という女 (製作)ほるぷ映画 大原富枝 鈴木尚之 今井　正 野中希四郎

岩下志麻,北林谷栄,江
原真二郎,河原崎長一
郎,中村賀津雄(現・中村
嘉津雄),田代美恵子,楠
　侑子,長山藍子,山本　
學,加藤　嘉,佐々木すみ
江,織本順吉,北大路欣
也,岸田今日子他

10 1973.09
必殺仕掛人 梅安蟻地
獄

松竹 池波正太郎
宮川一郎,渡邊
裕介

渡邊裕介 藤枝梅安

山村　聰,林　与一,松尾
嘉代,津坂匡章(現・秋野
太作),佐藤　慶,津田京
子,ひろみどり,岩崎和子,
野村昭子,城所英夫,小
池朝雄他
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№ 年 タイトル 製作・配給 原作者 脚本 監督 役名 共演者

11 1974.02
必殺仕掛人 春雪仕掛
針

松竹 池波正太郎 安倍徹郎 貞永方久 藤枝梅安

山村　聰,林　与一,岩下
志麻,夏八木勲,高橋長
英。竜崎　勝,地井武男,
花澤徳衛,佐々木孝丸,
村井国夫(現・村井國夫)
他

12 1974.09
狼よ落日を斬れ 風雲・
激情編、怒涛編

松竹 池波正太郎
國弘威雄,三隅
研次

三隅研次 中村半次郎

高橋英樹,松坂慶子,近
藤正臣,西郷輝彦,太地
喜和子,田村高廣,内藤
武敏,藤岡重慶,本阿弥
周子,峰岸隆之介(後に
峰岸　徹),和崎俊哉,坂
上二郎,辰巳柳太郎他

13 1974.10 砂の器
松竹,橋本プロダ
クション

松本清張
橋本　忍,山田洋
次

野村芳太郎 三木謙一

丹波哲郎,加藤　剛,森田
健作,島田陽子,山口果
林,松山省二(現・松山政
路),花沢徳衛,稲葉義男,
菅井きん,殿山泰司,渥美
　清,加藤　嘉,笠　智衆,
佐分利信他

14 1976.03 太陽は泣かない
(製作)日本福祉
映画協会 
日活

石森史郎 飯塚二郎 盲目の父親

中原　潤,中田喜子,松原
智恵子,寺田　農,橋爪　
功,宮下順子,なべおさ
み,西田　健,仲谷　昇,渥
美国泰,加藤　嘉,岸田今
日子他 

15 1976.06 泣きながら笑う日

(企画)「泣きなが
ら笑う日」製作委
員会 
(製作)「泣きなが
ら笑う日」製作プ
ロダクション 

松山善三 松山善三 亀山康男

坂本　九,大谷直子,上村
和也,富田恵子,中田喜
子,小林桂樹,草笛光子,
高峰秀子他  

16 1977.06 八甲田山

(製作)橋本プロダ
クション,東宝映
像,シナノ企画
(配給)東宝

新田次郎 橋本　忍 森谷司郎 村山伍長

高倉　健,北大路欣也,三
國連太郎,加山雄三,丹
波哲郎,栗原小巻,加賀ま
りこ,前田 吟,藤岡琢也,
神山 繁,秋吉久美子,花
沢徳衛,加藤　嘉,大滝秀
治,島田正吾他

17 1978.10 鬼畜 松竹 松本清張 井手雅人 野村芳太郎 竹下宗吉

岩下志麻,小川真由美,
大滝秀治,加藤 嘉,蟹江
敬三,大竹しのぶ,穂積隆
信,浜村　純,三谷　昇,田
中邦衛他

18 1979.04 復讐するは我にあり
松竹,今村プロダ
クション

佐木隆三 馬場　当 今村昌平 榎津　巌

三國連太郎,小川真由
美,倍賞美津子,白川和
子,絵沢萌子,加藤　嘉,
垂水悟郎,火野正平,河
原崎長一郎,フランキー
堺,ミヤコ蝶々,清川虹子,
殿山泰司,北村和夫他

19 1980.02 影の軍団 服部半蔵 東映
高田宏治,志村
正浩,山田隆之

工藤栄一 甲賀四郎兵衛

渡瀬恒彦,西郷輝彦,山
村　聰,三浦洋一,成田三
樹夫,金子信雄,森下愛
子,中島ゆたか,蟹江敬
三,藤田まこと他

20 1980.06 復活の日
(製作)角川春樹
事務所,ＴＢＳ
(配給)東宝

小松左京
高田宏治,深作
欣二,グレゴリー・
ナップ

深作欣二 土屋教授

草刈正雄,夏八木勲,多
岐川裕美,オリビア・ハッ
セー,ロバート・ボーン,千
葉真一,渡瀬恒彦他

21 1980.06 わるいやつら 松竹,霧プロ 松本清張 井手雅人 野村芳太郎 井上警部

松坂慶子,片岡孝夫(現・
十五代目 片岡仁左衛
門),梶芽衣子,神崎　愛,
藤真利子,宮下順子,米
倉斉加年,藤田まこと,渡
瀬恒彦,小沢栄太郎,佐
分利信他

22 1981.02 太陽のきずあと
(製作)東映セント
ラルフィルム
(配給)東映

曾根中生,田中
雄二,佐伯俊道,
岡田俊夫,縞田
七重

曾根中生 茂木倫太郎

金田賢一,貞永　敏,林　
未来,田中浩二,横山エミ
ー,三上博史,片桐夕子,
梅宮辰夫,江波杏子他

23 1981.03 ええじゃないか
松竹,今村プロダ
クション

今村昌平
今村昌平,宮本　
研

今村昌平 古川条理

桃井かおり,草刈正雄,泉
谷しげる,露口　茂,倍賞
美津子,田中裕子,河原
崎長一郎,火野正平,北
村和夫,伴淳三郎,三木
のり平,小沢昭一他



74

№ 年 タイトル 製作・配給 原作者 脚本 監督 役名 共演者

24 1981.06 魔界転生
東映
角川春樹事務所

山田風太郎
野上龍雄,石川
孝人,深作欣二

深作欣二 宮本武蔵

千葉真一,沢田研二,真
田広之,佳那晃子,室田
日出男,成田三樹夫,神
崎　愛,菊池優子,丹波哲
郎,若山富三郎他

25 1981.09 北斎漫画
(製作・配給)松竹,
富士映画

矢代静一 新藤兼人 新藤兼人 葛飾北斎

西田敏行,田中裕子,樋
口可南子,大村　崑,宍戸
 錠,愛川欽也,観世栄夫,
殿山泰司,初井言榮,乙
羽信子,フランキ－堺他

26 1982.10 野獣刑事 東映 神波史男 工藤栄一 大滝誠次

いしだあゆみ,川上恭尚,
泉谷しげる,成田三樹夫,
益岡　徹,遠藤太津朗,原
　哲男,阿藤　海(後に阿
藤　快),麿　赤児,小林　
薫,蟹江敬三,藤田まこと,
芦屋雁之助他

27 1983.04 楢山節考
東映,今村プロダ
クション

深沢七郎 今村昌平 今村昌平 辰平

坂本スミ子,小沢昭一,倍
賞美津子,あき竹城,常田
富士男,ケーシー高峰,殿
山泰司,清川虹子,三木
のり平,辰巳柳太郎他

28 1983.09
OKINAWAN BOYS　オキ
ナワの少年

(製作)パル企画
(配給)東宝

東　峰夫
中田新一郎,高
際和雄,新城　卓

新城　卓 比嘉徳章

藤川一歩,内藤剛志,小
野みゆき,岡田奈々,小林
桂樹,倍賞美津子,田中
邦衛他

29 1983.09 陽暉楼
東映,俳優座映画
放送

宮尾登美子 高田宏治 五社英雄 太田勝造

池上季実子,浅野温子,
倍賞美津子,二宮さよ子,
熊谷真実,風間杜夫,佳
那晃子,西川峰子(現・仁
支川峰子),小池朝雄,成
田三樹夫,小林稔侍,曾
我廼家明蝶,丹波哲郎,
北村和夫他

30 1983,10 魚影の群れ 松竹富士 吉村　昭 田中陽造 相米慎二 小浜房次郎

夏目雅子,十朱幸代,佐
藤浩市,下川辰平,矢崎　
滋,レオナルド熊,石倉三
郎,五代目 三遊亭円楽,
寺田　農,木之下亮,工藤
栄一他

31 1985.01 櫂 東映 宮尾登美子 高田宏治 五社英雄 富田岩伍

十朱幸代,名取裕子,石
原真理子,石原真理子,
井上純一,真行寺君枝,
白都真理,左とん平,島田
紳助,成田三樹夫,草笛
光子,ハナ　肇,島田正吾
他

32 1985.10
Mishima:A Life in Fo
ur Chapters　

フィルムリンク・イ
ンターナショナル
ゾエトロープ
ルーカス・フィル
ム

ポール・シュレイ
ダー,レナード・
シュレイダー

ポール・シュレイ
ダー

三島由紀夫

塩野谷正幸,三上博史,
利重　剛,加藤治子,坂東
八十助(後に十代目 坂
東三津五郎),萬田久子,
沢田研二,池部　良,細川
俊夫,左　幸子他

33 1985.10 薄化粧
松竹,五社プロダ
クション,映像京都

西村　望 古田　求 五社英雄 坂根藤吉

浅野温子,浅利香津代,
松本伊代,宮下順子,大
村　崑,花沢徳衛,柳沢慎
吾,小林稔侍,菅井きん,
萩原流行,藤真理子,川
谷拓三,竹中直人,笑福
亭松鶴他

34 1986.04 火宅の人 東映 檀　一雄
神波史男,深作
欣二

深作欣二 桂　一雄

いしだあゆみ,原田美枝
子,松坂慶子,山谷初男,
宮下順子,真田広之,岡
田裕介,井川比佐志,荒
井　注,下條アトム,蟹江
敬三,檀　ふみ,石橋蓮司
他

35 1987.06 吉原炎上 東映 斎藤真一 中島貞夫 五社英雄 福島巡査

名取裕子,かたせ梨乃,根
津甚八,西川峰子(現・仁
支川峰子),藤真利子,山
村　聰,小林稔侍,(ナレー
ター)岸田今日子他

36 1987.09 女衒 ZEGEN
東映,今村プロダ
クション

今村昌平,岡部
耕大

今村昌平 村岡伊平治

倍賞美津子,柯　俊雄,三
木のり平,レオナルド熊,
熊谷真美,河原崎長一
郎,池波志乃,杉本哲太,
殿山泰司他
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37 1988.03 ラブ・ストーリーを君に
東映,オスカープ
ロモーション

ディディエ・
ドゥコワン

丸山昇一 澤井信一郎 中田節夫
後藤久美子,仲村トオル,
佐藤友美,露口　茂,高峰
三枝子他

38 1988.07 優駿 ORACION
(製作)フジテレビ
ジョン,仕事
(配給)東宝

宮本　輝 池端俊策 杉田成道 渡海千造

斉藤由貴,緒形直人,吉
岡秀隆,加賀まりこ,平幹
二朗,石坂浩二,田中邦
衛,三木のり平,仲代達矢
他

39 1988.10 華の乱 東映 永畑道子
深作欣二,筒井
ともみ,神波史男

深作欣二 与謝野寛
吉永小百合,松田優作,
池上季実子,風間杜夫他

40 1988.12 孔雀王

(製作)フジテレビ
ジョン,ゴールデン
・ハーベスト,砂工
房
(配給)東宝東和

萩野　誠 橋本以蔵 ラン・ナイチョイ 慈空
三上博史,ユン・ピョウ,安
田成美,グロリア・イップ他

41 1989.01 将軍家光の乱心　激突 東映
中島貞夫,
松田寛夫

中島貞夫,松田
寛夫

降旗康男 石河刑部
千葉真一,松方弘樹,二
宮さよ子,京本政樹,丹波
哲郎,織田裕二他

42 1989.02 座頭市
(製作)三倶,勝プ
ロモーション
(配給)松竹

子母沢寛
勝新太郎,中村　
努,市山達巳

勝新太郎 浪人
勝新太郎,樋口可南子,
陣内孝則,片岡鶴太郎,
内田裕也他

43 1989.06 社葬 東映 松田寛夫 舛田利雄 鷲尾平吉
十朱幸代,江守　徹,佐藤
浩市,藤真利子,若山富
三郎他

44 1991.01 大誘拐 RAINBOW KIDS
(製作)「大誘拐」
製作委員会
(配給)東宝

天藤　真 岡本喜八 岡本喜八 井狩大五郎

風間トオル,西川弘志 ,北
林谷栄 ,神山　繁 ,水野
久美 ,岸部一徳,樹木希
林他 

45 1991.02 陽炎 松竹 栗田教行 高田宏治 五社英雄 警官

樋口可南子,仲代達矢,
本木雅弘,荻野目慶子,
かたせ梨乃,川谷拓三,竹
中直人,高橋長英,夏八
木勲,神山　繁,川地民
夫,丹波哲郎,岡田英次,
北村和夫 ,岩下志麻他

46 1991.04 グッバイ・ママ
(製作)ケイエスエ
ス,松竹第一興行
(配給)松竹

寺田敏雄,秋元　
康

秋元　康 楠田真一郎
松坂慶子,山崎裕太,渡
辺えり子,室井　滋,柄本　
明他

47 1991.06 咬みつきたい

(製作)東宝,キャス
トス
ＭＭＩ(配給)東宝
　

塩田千種,金子
修介

金子修介 石川周太郎
安田成美,石田ひかり,吉
田日出子,串田和美,森
本毅郎他

48 1992.06 おろしや国酔夢譚
(製作)大映,電通
(配給)東宝

井上　靖
佐藤純彌,野上
龍雄,神波史男

佐藤純彌 大黒屋光太夫
オレグ・ヤンコフスキー,
西田敏行,江守　徹,沖田
浩之,川谷拓三他

49 1992.08 継承盃 東映 松田寛夫 大森一樹 門田大作

真田広之,古手川祐子,
隆　大介,川谷拓三,鹿内
　孝,大竹まこと,上田耕
一他 

50 1993.05 国会へ行こう！

(製作)バンダイビ
ュジュアル,ライト
ヴィジョン
(配給)東宝

斎藤ひろし,高橋
和明

一倉治雄 松平重義

吉田栄作,宮崎ますみ,吉
田日出子,松村達雄,金
子信雄,長谷川初範,上
田耕一他 

51 1994.05 土俵の鬼たち
(製作)「土俵の鬼
たち」製作委員会
(配給)松竹

岡本文良 岸　宗生 吉永尚之 ナレーション
三木のり平,峰野勝成,山
崎裕太,根津甚八,荒勢,
川谷拓三,丘みつ子他 

52 1995.09
さよならニッポン！　
GOODBYE　JAPAN

(製作)ぶんか社,
ＭＩＴグループ
(配給)ＧＡＧＡギ
ャガ・コミュニケー
ション,シネカノン

加藤学生 堤　幸彦 大瀬利厚年

藤真利子,左とん平,中尾
　彬,根津甚八,松村達
雄,織本順吉,上田耕一,
ブラザー・コーン他 

53 1996.06 GONIN２
(製作)衛星劇場
(配給)松竹

石井　隆 石井　隆 外山正道

大竹しのぶ,余貴美子,喜
多嶋舞,夏川結衣,永島
敏行,鶴見辰吾,寺田　
農,左とん平,多岐川裕
美,寺島　進,竹中直人,
椎名桔平他 
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54 1997.07
ピーター・グリーナウェ
イの枕草子

(製作)チャンネル
4,Canal+,デラック
ス・プロダクション
ズ,カサンダー&ウ
ィッグマン・プロダ
クションズ,アルフ
ァ・フィルムズ,ウッ
ドライン・フィルム
ズ
(配給)エース・ピク
チャーズ

(原案)清少
納言

ピーター・グリー
ナウェイ

ピーター・グリー
ナウェイ

父

ヴィヴィアン・ウー,ユアン
・マクレガー,吉田日出
子,ジュディ・オング,光石
　研他

55 1999.01 流★星　リュウセイ リトルモア 橋本裕志 山仲浩光 山本菊次郎

江口洋介,清水真実,牧
口元美,芹沢礼多,津田
寛治,あき竹城,藤山浩
隆,國村　隼他

56 1999.10 あつもの　杢平の秋

(製作)シネカノン,
日活,アンシャン
テ
(配給)シネカノン

中山義秀 池端俊策 池端俊策 馬野杢平

小島　聖,ヨシ笈田,大楠
道代,清水美砂,杉本哲
太,田辺誠一,串田和美,
中村嘉葎雄,財津一郎他

57 2000.11 KOROSHI 殺し
(製作)ミュージア
ム

小林政広 小林政広 依頼者
石橋　凌,大塚寧々,深水
三章,光石　研,山本隆司
他 

58 2002.09 歩く、人
モンキータウンプ
ロダクション

小林政広 小林政広 本間信雄
香川照之,林　泰文,大塚
寧々,占部房子,石井佐
代子他 

59 2003.04
11'09''01/セプテンバー
11　「おとなしい日本人」

(製作)ガラティ・フ
ィルムズ,ステュー
ディオ・カナル
(配給)東北新社

天願大介　 今村昌平
村人(ナレーション
と書も担当)

田口トモロヲ,北村和夫,
麻生久美子,役所広司,
柄本　明,市原悦子,丹波
哲郎,倍賞美津子他

60 2004.08 ミラーを拭く男

(製作)日本スカイ
ウエイ,パル企画,
イエス・ビジョンズ,
ビジョンファクトリ
ー,NHKエンター
プライズ
(配給)パル企画

梶田征則 梶田征則 皆川　勤

栗原小巻,国仲涼子,水
野久美,岸部一徳,大滝
秀治,長門裕之,山本　
圭,津川雅彦他

61 2004.08 ＩＺＯ

(製作)ＩＺＯパート
ナーズ
(配給)チームオク
ヤマ

(原案)武知
鎮典

武知鎮典 三池崇史 剣豪

中山一也,遠藤憲一,寺
島　進,松田龍平,長門裕
之,ビートたけし,樹木希
林,原田芳雄,大滝秀治,
桃井かおり,松方弘樹他

62 2004.10
下弦の月～ラスト・クォ
ーター

(製作)松竹,伊藤
忠商事,読売新聞
社,日本出版販
売,ビー・ビー・ケ
ーブル,ビッグショ
ット
(配給)松竹

矢沢あい 二階　健 二階　健 堂島家主人

栗山千明,黒川智花,成
宮寛貴,ＨＹＤＥ,さくら,小
日向文世,富田靖子,陣
内孝則他

63 2004.10 隠し剣　鬼の爪

(製作)松竹,日本
テレビ放送網,住
友商事,博報堂Ｄ
Ｙメデイアパート
ナー,日本出版販
売,衛星劇場
(配給)松竹

藤沢周平
山田洋次,朝間
義隆

山田洋次 堀　将監

永瀬正敏,松たか子,吉岡
秀隆,小澤征悦,田畑智
子,倍賞千恵子,田中邦
衛,光本幸子,高島礼子,
田中泯,小林稔侍他

64 2005.10 蝉しぐれ
(製作)蝉しぐれ製
作委員会
(配給)東宝

藤沢周平 黒土三男 黒土三男 牧助左衛門 

市川染五郎(現・十代目 
松本幸四郎),木村佳乃,
原田美枝子,渡辺えり子,
麿　赤兒,田村　亮,三谷
　昇,大滝秀治,緒形幹
太,加藤　武,柄本　明他

65 2006.06
佐賀のがばいばあちゃ
ん

(製作プロダクショ
ン)アマゾン
(製作)映画「佐賀
のがばいばあち
ゃん」製作委員会
(配給)ティ・ジョイ,
東映

島田洋七
島田洋七,山元
清多

倉内　均 豆腐屋のおじさん

吉行和子,工藤夕貴,浅
田美代子,三宅裕司,島
田紳助,島田洋八,山本
太郎他

66 2006.09 ミラクルバナナ

(製作)エキスプレ
ス
(配給)ミラクルバ
ナナ製作委員会

錦織良成 錦織良成 山村たか士

小山田サユリ,山本耕史,
津田寛治,アドゴニー,ス
タンリー・ダルシット,宮崎
美子,小日向文世他

67 2006.12 武士の一分
(製作)「武士の一
分」製作委員会
(配給)松竹

藤沢周平
山田洋次,平松
恵美子,山本一
郎

山田洋次 木部孫八郎
木村拓哉,檀　れい,笹野
高史,桃井かおり,小林稔
侍,坂東三津五郎他
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68 2006.12 長い散歩
(製作)ゼロ・ピクチ
ャアズ
(配給)キネティック

(原案)奥田
瑛二

山室有紀子,奥
田瑛二,桃山さく
ら

奥田瑛二 安田松太郎

高岡早紀,杉浦花菜,松
田翔太,木内みどり,原田
貴和子,津川雅彦,奥田
瑛二他

69 2008.03
ライラの冒険 黄金の羅
針盤

(日本語版制作)
ギャガ・コミュニケ
ーションズ,東北
新社
(配給)ギャガ・コミ
ュニケーションズ,
松竹

フィリップ・
プルマン

クリス・ワイツ クリス・ワイツ
イオレク・バーニソ
ン(日本語吹き替
え)

ダコタ・ブルー・リチャー
ズ,ダニエル・クレイグ,ニ
コール・キッドマン,サム・
エリオット,エヴァ・グリー
ン他,(日本語吹き替え)西
内まりや,成海璃子,山口
智子他

70 2008.07
ゲゲゲの鬼太郎 千年
呪い歌

(製作)「ゲゲゲの
鬼太郎」フィルム
パートナーズ
(配給)松竹

水木しげる 沢村光彦 本木克英 ぬらりひょん

ウエンツ瑛士,北乃きい,
田中麗奈,大泉　洋,室井
　滋,間　寛平,柳沢慎吾,
伊集院光,中川翔子,寺
島しのぶ,萩原聖人,佐野
史郎他




	P29-30
	P31-55
	P56-71
	P72-78

