Films of YOSHIMITSU . MORITA
1950年1月25日，東京生まれ。
日本大学芸術学部放送学科卒業。学生時代から独自の映像感覚で8ミリの自主映画を撮る。28歳の時に撮った「ライブイン茅ケ崎」が話題を呼び、「の・よ
うなもの」で劇場デビュー。83年の「家族ゲーム」で芸術選奨文部大臣賞新人賞、第24回日本映画監督協会新人賞、第7回日本アカデミー賞優秀作品賞・
監督賞・脚本賞、その後の作品でも数々の映画賞を受賞する。代表作に「それから」「(ハル)」「失楽園」「39 刑法第三十九条」「阿修羅のごとく」「間
宮兄弟」など。函館ロケ作品に「ときめきに死す」「キッチン」「海猫」「わたし出すわ」がある。
函館を愛し市内のマンションでシナリオの執筆をしたり、夏を過ごした。

【1978－2012 森田芳光の仕事】 ぴあMOOK森田芳光祭より転載
1

ライブンイン茅ケ崎

2

1978年

の・ようなもの
1981年／配給:日本ヘラルド映画

ボーイズ＆ガールズ
3 シブがき隊
1982年／配給:東映
企画：ジャニー喜多
川 脚 本： 森 田芳 光
撮影 ： 鈴木 耕 一 照
明：水野研一 録音：
瀬川 徹 夫 美 術： 小
川富 美 夫 編 集： 大
島ともよ 音楽：義野
裕明
キャスト：薬丸裕英／
本木雅弘／布川敏
和／宇紗木千恵／
吉田麻子

脚本：森田芳光 撮影：渡部眞 照明：木村太朗 録
音：橋本泰夫／小野寺修 編集：川島章正 音楽：
塩村宰
キャスト：秋吉久美子／伊藤克信／尾藤イサオ／小
林まさひろ／でんでん

企画･脚本･撮影：森田芳光
キャスト：青木真己/石井保/三沢
信子

ぴあ主催の「第２回自主製作映画展１９７８」に出品された８ミリ映画。

森田芳光監督の劇場用映画デビュー作。なかなか目が出ない落語

当時絶大な人気を誇っていたアイドルグループ、シブがき隊（薬丸裕

森田自身の生まれ故郷でもある神奈川県・茅ケ崎市を舞台に、農家

家の・ようなもの志ん魚（しんとと）と、風俗嬢、女子高生、一門の先

英、本木雅弘、布川敏和）を主演に迎えた青春ドラマ。東京の全寮制

の息子のマサミとその親友のタモツ、そして東京からやってきたマサ

輩たちとの日常を描いた青春物語。斬新な作風が映画界に衝撃を

男子高校に通う少年たちが、学校を抜け出し、リゾート地でのアルバ

ミの恋人のノブコら３人の平凡な日常を見つめる。映像的なこだわり

与えた。風俗嬢役を務めた秋吉久美子の体当たりの演技も話題を

イトをする中で体験する、ひと夏の恋と冒険を軽やかなタッチで描く。

や疑似ドキュメンタリーともいえる構成、そして洒脱なセリフと、若き

呼んだ。『第3回ヨコハマ映画祭』で日本映画ベストテン第1位のほか

シブがき隊のファーストアルバムの曲を全編に散りばめたアイドル映

森田芳光の斬新な感覚が随所に光る。劇場用映画デビューへのきっ

作品賞、新人監督賞も受賞。

画らしい仕上がり。『Dr.SLUMP “ほよよ！”宇宙大冒険』と同時上映
され、ヒットを飛ばした。

かけとなった記念すべき１本。

4

本 噂のストリッパー

5

1982年／配給:にっかつ
企画：大畑信政／進藤
貴美男 プロデュー
サー：八巻晶彦 脚本：
森田芳光 撮影：水野
尾信正 照明：矢部一
男 録音：小野寺修
美術：後藤修孝 編集：
川島章正
キャスト：岡本かおり／
宮脇康之／ 三崎奈 美
／太田あやこ／上野
淳／吉川遊士

ピンクカット 太く愛して深く愛して
1983年／配給:にっかつ

企画：進藤貴美男／小松裕司 プロデューサー：中川好久
脚本：木村智美／森田芳光 撮影：鈴木耕一 照明：矢部
一男 録音：小野寺修 美術：中澤克巳 編集：川島章正
キャスト：寺島まゆみ／伊藤克信／井上麻衣／渡辺良子
／山口千枝／山地美貴

6 家族ゲーム
1983年／配給:ATG

企画：多賀祥介／山田耕大 脚本：森田芳光 撮
影：前田米造 照明：矢部一男 録音：小野寺修
美術：中澤克巳 編集：川島章正
キャスト：松田優作／伊丹十三／由紀さおり／宮川
一朗太／辻田順一

日活ロマンポルノ用に書き下ろした企画を自ら映画化。魅力的なスト

前作『 本 噂のストリッパー』が好評価を得た森田監督の日活ロマン

日本アカデミー賞やブルーリボン賞など、その年の映画賞を席巻し

リッパー、グロリアに想いを寄せる純朴な青年の片思いとその結末を

ポルノ第2弾。『の・ようなもの』の伊藤克信を主演に迎え、セクシーな

た森田監督の代名詞的作品。平凡な中流家庭を舞台に、高校受験

淡々と描いていく。主演を務めたのは、ファミリードラマ『ケンちゃん』

女の子たちが働く理容店を舞台に、ある男子学生の恋の顛末を見つ

を控えた次男のもとにやってきた型破りな家庭教師が巻き起こす騒

シリーズなどで人気を集めた宮脇康之（現・宮脇健）。奔放なヒロイン

める。寺島まゆみや、井上麻衣、渡辺良子といった当時の日活ロマ

動をシニカルな笑いとともに描いていく。本間洋平の同名小説を基

に振り回される青年を等身大で演じ切った。ドライな中に森田監督ら

ンポルノのスターたちが数多く出演。全編にわたって移動撮影を行っ

にしながらも、大胆な演出が随所に光り、特に横並びの食卓のシー

しいポップさを秘めた演出で、それまでのロマンポルノとは一線を画

たり、ミュージカル調のエンディングなどトリッキーな演出が目を引く。

ンは有名。『の・ようなもの』以来、森田監督に注目していた松田優

す作品となっている。

7

作の怪演も大きな話題となった。

ときめきに死す

函館ロケ作品

1984年／配給:日本ヘラルド映画、ヘラルド・エース、にっかつ

8 メイン・テーマ
1984年／配給:東映

プロデューサー：岡田裕／細越省吾／大森慎 脚
本：森田芳光 撮影：前田米造 照明：矢部一男 録
音：宮本久幸 美術：中澤克巳 編集：川島章正 音
楽：塩村修
キャスト：沢田研二／杉浦直樹／樋口可南子／宮本
信子／加藤治子／矢崎滋

プロデューサー：中川好久 脚本：森田芳光 撮影：
前田米造 照明：矢部一男 録音：小野寺修 美術：
中澤克巳 編集：川島章正 音楽：塩村修
キャスト：薬師丸ひろ子／野村宏伸／財津和夫／桃
井かおり／太田裕美／ひさうちみちお

孤高のテロリストが宗教家暗殺に失敗するまでの過程を、男ふたり、

当時、『セーラー服と機関銃』『探偵物語』などに出演し、人気絶頂に

女ひとりの奇妙な共同生活を軸に描いたクライム・ムービー。丸山健

あった薬師丸ひろ子を主演に迎えた青春ラブ・ストーリー。ひょんな

二の同名小説を基にしながらも、キャラクターの設定や舞台を大幅に

きっかけで共に旅をすることになった元幼稚園教師の女性とマジ

アレンジ。色彩や音楽、構図などすべてを“涼やかな気分”をテーマ

シャン見習いの青年が、日本を南下していく中で次第に恋心を育ん

に統一し、ひたすらクールでスタイリッシュな映像を目指した。“ジュ

でいく様を、ある中年カップルの関係を交えて描き出す。薬師丸の相

リー”こと沢田研二が、殺し屋という異色の役柄を好演。共演には杉

手役はオーディションで発掘された野村宏伸。映画と同タイトルの主

浦直樹、樋口可南子ほか。

題歌も発売され、大ヒットとなった。
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それから
1985年／配給:東映

10 そろばんずく
1986年／配給:東宝

11 悲しい色やねん
1988年／配給:東映

企画：サンダンス・カンパニー プロデューサー：黒澤
満／藤峰貞利 脚本：筒井ともみ 撮影：前田米造
照明：矢部一男 録音：橋本文雄／宮本久幸 美術：
今村力 編集：鈴木晄 音楽：梅林茂
キャスト：松田優作／藤谷美和子／小林薫／笠智衆
／中村嘉葎雄／草笛光子

プロデューサー：角谷優／岡田裕 脚本：森田芳光
撮影：前田米造 照明：矢部一男 録音：橋本文雄
美術：中澤克巳／古谷良和 編集：鈴木晄 音楽：
梅林茂
キャスト：石橋貴明／木梨憲武／安田成美／小林
薫／名取裕子／渡辺徹

企画：藤峰貞利 プロデューサー：黒澤満／青木勝
彦 脚本：森田芳光 撮影：前田米造 照明：矢部一
男 録音：橋本文雄 美術：中澤克巳 編集：冨田功
音楽：梅林茂
キャスト：仲村トオル／高嶋政宏／藤谷美和子／石
田ゆり子／森尾由美／高島忠夫

文豪・夏目漱石の古典名作を映画化。明治後期の東京を舞台に、30

フジテレビのバラエティ番組で大ブレイク中だったお笑いコンビ、とん

仲村トオル主演の新感覚ヤクザ映画。一度はサラリーマンの道を進

歳を超えてなお定職につかず日々を気ままに暮らしている男が、数

ねるずを主演に迎えたハイテンションなコメディ。ライバル同士の関

んだものの、組の二代目を継ぐこととなった青年の葛藤と、対立する

年ぶりに親友と再会し、その妻への想いに苦悩しながら、自らの生き

係にある広告代理店「ト社」と「ラ社」の社員たちが繰り広げる熾烈な

組織の組員との友情を描く。小林信彦の原作小説を大胆に脚色し、

る道を見つめていく。出演は松田優作、小林薫、藤谷美和子ら。エ

競争風景を描く。バブル真っ盛りの当時の世相を反映したハチャメ

いわゆるヤクザ映画とは一線を画すスタイリッシュさで時代にアピー

モーショナルな感情を極力排しながらも、静かな火花散る俳優陣の

チャなノリと、役者たちそれぞれの個性が炸裂する中で、森田監督ら

ル。DCブランドのスーツを華麗に着こなす男たちの姿が若者たちの

演技は必見。『家族ゲーム』に続きキネマ旬報ベスト・テン第1位ほか、

しい実験的な手法も遺憾なく発揮されている。同時上映は『おニャン

共感を呼んだ。敵対する組織の幼なじみに高嶋政宏、主人公に執着

数多くの映画賞に輝いた。

子・ザ・ムービー危機イッパツ！』

する女性を藤谷美和子が扮する。

12 愛と平成の色男
1989年／配給:松竹

13 キッチン

函館ロケ作品

1989年／配給:松竹

プロデューサー：青木勝彦 脚本：森田芳光 撮影：仙
元誠三 照明：渡辺三雄 録音：橋本文雄 美術：今
村力 編集：川島章正 音楽：野力泰一
キャスト：石田純一／鈴木保奈美／鈴木京香／武田
久美子／財前直見／久保京子

製作：鈴木光 プロデューサー：青木勝彦／三沢和
子 脚本：森田芳光 撮影：仙元誠三 照明：渡辺三
雄 録音：橋本文雄 美術：今村力 編集：川島章正
音楽：野力泰一
キャスト：川原亜矢子／松田ケイジ／橋爪功／中島
陽典／四谷シモン／入船亭扇橋

昼は白衣のエリート歯科医、夜はクールなサックス奏者という、バブ

吉本ばなな（現・よしもとばなな）のベストセラー小説を映画化。祖母

ル期を象徴するような男を主人公にしたラブ・コメディ。当時、トレン

を亡くし、失意の底にいたヒロインが、知人の花屋の青年とその母

ディドラマの顔として活躍していた石田純一を主演に迎え、鈴木保奈

（父？）との奇妙な共同生活を送りながら、次第に心の平安を取り戻

美や鈴木京香ら5人の美女との恋模様を軽快なタッチで描いていく。

していく姿を見つめる。主人公には約3万人もの中からオーディション

森田監督が総指揮と脚本を手掛けた『バカヤロー！２ 幸せになりた

で選ばれた川原亜矢子。路面電車が行き交う函館でロケを行い、幻

い。』の同時上映作品として企画され、「レコードのB面」という感覚に

想的かつリアルな世界観を演出している。全編にわたって映像に漂う

徹して製作された。

透明感と繊細な会話劇は評価が高い。

14 おいしい結婚
1991年／配給:東宝

15 未来の想い出 Last Christmas
1992年／配給:東宝

16 （ハル）

1996年／配給:東宝

企画・原作：藤子・F・不二雄 プロデューサー：青木
勝彦／三沢和子／藤田光世 脚本：森田芳光 撮
影：前田米造 照明：矢部一男 録音：小野寺修 美
術：今村力／岡村匤一 編集：川島章正 音楽：加古
隆
キャスト：清水美砂／工藤静香／デビット伊東／和
泉元彌／橋爪功／宮川一朗太

製作：鈴木光 プロデューサー：青木勝彦／三沢和
子 脚本：森田芳光 撮影：高瀬比呂志 照明：小野
晃 録音：橋本文雄／柴山申広 美術：小澤秀高 編
集：田中慎二 音楽：野力泰一／佐橋俊彦
キャスト：深津絵里／内野聖陽／戸田菜穂／宮沢和
史／竹下宏太郎／山崎直子

適齢期を迎え、結婚を急かされている女性が、母を欺くため会社の

藤子・F・不二雄との共同企画で『ビッグコミック』に発表されたコミック

パソコン通信を通じて知り合った男女が、お互いの顔も知らぬまま愛

同僚を恋人に仕立て上げたものの、本当に結婚するはめになってし

を実写映画化。記憶を持ったまま、1981年にタイムスリップしてしまっ

を育んでいく様を描いたラブ・ストーリー。出演は深津絵里と、内野聖

まい・・・・・・。小津安二郎監督の名作『秋日和』のキャラクター設定を

た女性ふたりの奇想天外な運命を描く。3度もの人生をやり直す中で、

陽。当時まだパソコンさえ誰も持っていなかった時代、もの珍しかった

取り入れながら、結婚という一大事に向き合う母娘と周囲の人々との

さまざまな転機を繰り返す女性たちの悲喜こもごもをファンタジックに

“メール”というメディアを積極的に取り入れ、ディスプレイ上の文面で

人間模様を綴る。リアリストな娘役に斉藤由貴、その母で美しい未亡

活写。森田自身初のSF挑戦となったほか、当時まだ発展途上だった

進行させるという実験的な手法が光る。インターネット時代に先駆け、

人役に三田佳子。身長、学歴、給料の“３高”が男性に求められてい

VFXを取り入れた映像も話題となった。清水美砂と工藤静香がダブ

PCを題材にするというあたりも先鋭的な目線を持った森田監督なら

た時代の結婚観をユニークに見つめた。

ル主演を務めた。

では。その年の映画賞を席巻。

企画：サンダンス・カンパニー プロデューサー：市村
朝一／藤倉博 脚本：森田芳光 撮影：前田米造
照明：矢部一男 録音：橋本文雄 美術：今村力 編
集：川島章正 音楽：野力泰一
キャスト：三田佳子／斉藤由貴／唐沢寿明／田中
邦衛／小林稔侍／橋爪功／斉藤晴彦

17 失楽園

1997年／配給:東映

プロデュース：原正人 原作：渡辺淳一 脚本：筒井と
もみ 撮影：高瀬比呂志 照明：小野晃 録音：橋本
文雄 美術：小澤秀高 編集：田中愼二 音楽：大島
ミチル
キャスト：役所広司／黒木瞳／寺尾聰／柴俊夫／星
野知子／木村佳乃

18 39 刑法第三十九条
1999年／配給:松竹

企画：鈴木光 プロデューサー：三沢和子／山本勉
／田沢連二 脚本：大森寿美男 撮影：高瀬比呂志
照明：小野晃 録音：橋本文雄 美術：小澤秀高 編
集：田中愼二 音楽：佐橋俊彦
キャスト：鈴木京香／堤真一／岸部一徳／吉田日出
子／江守徹／樹木希林／杉浦直樹

19 黒い家

1999年／配給:松竹

プロデューサー：柘植靖司／三沢和子／山本勉 脚
本：大森寿美男 撮影：北信康 照明：渡辺三雄 録
音：柿澤潔 美術：山﨑秀満 編集：田中愼二 音
楽：山崎哲雄
キャスト：内野聖陽／大竹しのぶ／西村雅彦／田中
美里／石橋蓮司／町田康

300万部を超えるベストセラーとなった渡辺淳一の同名原作を映画化。

かねてよりサスペンスに興味を持っていた森田監督によるオリジナル

第4回日本ホラー大賞を受賞した貴志祐介の同名原作を映画化。生

第一線から外された編集者と書道の講師が、お互い家庭を持つ身で

の法廷劇。「心神喪失の状態にある者は罪に問えない」と定めている

命保険会社に勤務するサラリーマンが目撃する、保険金詐欺夫婦の

ありながら、道ならぬ恋にのめり込んでいく姿を描く。“不倫”というセ

刑法第39条をモチーフに、ある猟奇殺人事件の被告とその真相を暴

異常な行動とその恐怖を描く。「人間は善い面と悪い面が表裏一体」

ンセーショナルなドラマもさることながら、役所広司と黒木瞳という魅

こうとする精神鑑定人との攻防を、緊迫したやり取りの中に浮かび上

というテーマを揚げながら、おどろおどろしさを排除したポップな「怖

力的なふたりが体当たりで挑んだラブ・シーンは各所で話題に。記録

がらせていく。“銀残し”という映像手法が、異様なムードを盛り上げ、

さ」が印象的。恐怖を通り越すほどの怒涛のクライマックスが観る者

的大ヒットを飛ばした。タイトルの『失楽園』は流行語にもなる人気ぶ

その年の映画賞を総ナメ。出演は鈴木京香、堤真一ほか。

を圧倒する。とりわけ、大竹しのぶがダイナミックに演じた凶暴な殺人

りであった。

鬼の姿は、強烈のひと言。

20 模倣犯

2002年／配給:東宝

21 阿修羅のごとく
2003年／配給:東宝

22 海猫

函館ロケ作品

2004年／配給:東映

プロデューサー：市川南 脚本：筒井ともみ 撮影：北
信康 照明：渡邊孝一 録音：橋本文雄 美術：山﨑
秀満 編集：田中愼二 音楽：大島ミチル
キャスト：大竹しのぶ／黒木瞳／深津絵里／深田恭
子／八千草薫／仲代達矢／小林薫／中村獅童

企画：坂上順／早河洋 プロデューサー：野村敏哉
／小島吉弘／三沢和子／木村純一／石井徹 脚
本：筒井ともみ 撮影：石山稔 照明：渡辺三雄 録
音：橋本文雄 美術：山﨑秀満 編集：田中愼二
音楽：大島ミチル
キャスト：伊東美咲／仲村トオル／佐藤浩市／蒼井
優／深水元基／ミムラ／三田佳子

メディアを利用し、人々を翻弄する連続殺人犯の暴走を描いたサス

昭和を代表する脚本家にして、森田監督自身もファンを公言していた

『模倣犯』で鮮烈な印象を残した伊東美咲をヒロインに抜擢し、しっと

ペンス大作。宮部みゆきによるベストセラー小説を、被害者の遺族、

向田邦子の名作ドラマをリメイク。昭和後期を舞台に、年老いた父に

りとした大人の恋愛を描いた作品。谷村志穂の同名原作を基に、ロ

事件を追うルポライター、そして犯人という3つの視点で再構築。理由

愛人と子供がいたことを知った四姉妹が、さまざまな想いを抱え、悩

シア人とのハーフで類まれな美貌を持つ主人公が漁師の夫と彼女を

なき犯行の恐怖や、テレビやインターネットなどのメディア批判を大胆

み、葛藤しながらも気丈に生きていく姿を見つめる。四姉妹役には大

恋い慕う義弟、ふたりの男の間で揺れ動く様を見つめる。孤独な心を

な脚色を加えて展開した。原作とは異なるラストの展開には賛否が

竹しのぶ、黒木瞳、深津絵里、深田恭子と当代きっての演技派女優

抱えながら、自身の悲痛な運命に翻弄される女性を伊東が体当たり

飛び交うも、結果として大ヒットを記録。それまでのアイドルイメージを

が参加。表面上はほのぼのとしながらも、複雑な心を持った“女性”

で熱演。『おいしい結婚』以来の森田作品となった三田佳子が、物語

払拭した中居正広の好演も光る。

のおかしみを丁寧に掬い取った。日本アカデミー最優秀監督賞他多

に風格を与えている。

企画：鶴田尚正／中島健一郎／北篠茂雄／青山悌
三 プロデューサー：本間英行 脚本：森田芳光 撮
影：北信康 照明：渡辺三雄 録音：橋本文雄 美術：
桜井佳代 編集：田中愼二 音楽：大島ミチル
キャスト：中居正広／山﨑努／伊東美咲／木村佳乃
／寺脇康文／藤井隆／津田寛治

数受賞。

23 間宮兄弟

2006年／配給:アスミック・エース

24 椿三十郎
2007年／配給:東宝

プロデューサー：三沢和子／徳留義明／市川南／田
中迪／亀山慶二 脚本：菊島隆三／小國英雄／黒
澤明 撮影：浜田毅 照明：渡辺三雄 録音：柴山申
広 美術：小川富美夫 編集：田中愼二 音楽：大島
ミチル
キャスト：織田裕二／豊川悦司／松山ケンイチ／鈴
木杏／小林稔侍／西岡徳馬／風間杜夫／中村玉緒
／藤田まこと

プロデューサー：柘植靖司／三沢和子 脚本：森田芳
光 撮影：高瀬比呂志 照明：渡邊孝一 録音：高野泰
雄 美術：山﨑秀満 編集：田中愼二 音楽：大島ミチ
ル
キャスト：佐々木蔵之介／塚地武雅／常盤貴子／沢
尻エリカ／北川景子／高嶋政宏

30歳を過ぎてなお、趣味に没頭し、ふたりでマイペースな暮らしを続

黒澤明監督、三船敏郎主演の日本映画史に残る傑作時代劇を、オリ

けている兄弟と、彼らの周囲を取り巻く人々の何気ない日常を切り

ジナルの脚本そのままにリメイク。上級役人の汚職を知った若い侍た

取ったヒューマン・ドラマ。人気作家・江國香織の同名原作を佐々木

ちが、ひとりの浪人とともに策謀を阻止せんと立ち上がる。主人公の

蔵之介と、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅という異色のコ

三十郎に織田裕二、ライバルの室戸半兵衛には豊川悦司を抜擢。豪

ンビが演じる。今なお高い人気を誇る大ヒット作。常盤貴子、沢尻エリ

快な立ち回りやモノクロでは出せなかった色彩の表現などにこだわり、

カ、北川景子という女優陣の豪華さも目を引く。

21世紀版の『椿三十郎』を見事に作り上げた。森田監督が初めて時
代劇にチャレンジした作品としても話題に。

25 サウスバウンド

26 わたし出すわ

2007年／配給:角川映画

函館ロケ作品

2009年／配給:アスミック・エース

企画：中川滋弘 プロデューサー：杉崎隆行／三沢
和子 脚本：森田芳光 撮影：沖村志宏 照明：渡辺
三雄 録音：高野泰雄 美術：山﨑秀満 編集：田中
愼二 音楽：大島ミチル
キャスト：豊川悦司／天海祐希／北川景子／松山ケ
ンイチ／田辺修斗／松本梨奈／村井美樹

プロデューサー：竹内伸治／三沢和子 脚本：森田
芳光 撮影：沖村志宏 照明：渡辺三雄 録音：高野
泰雄 美術：山﨑秀満 編集：川島章正 音楽：大島
ミチル
キャスト：小雪／黒谷友香／井坂俊哉／山中崇／小
澤征悦／小池栄子／仲村トオル

元活動家、破天荒で何物にも捕らわれない自由な父親と、彼に振り

「お金と人間の織りなす関係」をテーマにした異色のヒューマンドラマ。

回される子供たちの苦悩を爽やかに描いた家族ドラマ。突然沖縄に

東京から突然郷里に帰ってきた主人公が、久々に再開した高校の同

移住し、持ち前のサバイバル能力でたくましく生きていく父には豊川

級生たちの“夢”や“希望”の実現のために、次々と大金を投じていく。

閲司。母親役には天海祐希が扮した。森田組の将来を担う松山ケン

謎めいた彼女の行動の真意とは・・・・・・？お金をめぐる独自の幸福

イチ、北川景子も好演。沖縄に伝わる「パアイパティローマ」伝説をモ

論を展開させながら、人間の愚かさや悲しさが浮き彫りに。森田作品

チーフにしたファンタジックなラストが後味のいい感動を呼ぶ。原作は

初出演の小雪が、クールさと温かさを併せ持つミステリアスなヒロイ

直木賞作家・奥田英朗の同名小説。

ンを好演している。

27 武士の家計簿

2010年／配給:アスミック・エース／松竹

28 僕達急行 A列車で行こう
2012年／配給:東映

プロデューサー：白倉伸一郎／三沢和子／川田
亮 脚本：森田芳光 撮影：沖村志宏 照明：渡
辺三雄 録音：高野泰雄 美術：和田洋 編集：
川島章正 音楽：大島ミチル
キャスト：松山ケンイチ／瑛太／貫地谷しほり／
村川絵梨／ピエール瀧／伊武雅刀

企画・設計：Hara Office プロデューサー：元持
昌之 脚本：柏田道夫 撮影：沖村志宏 照明：
渡辺三雄 録音：橋本文雄 美術：近藤成之 編
集：川島章正 音楽：大島ミチル
キャスト：堺雅人／仲間由紀恵／松坂慶子／草
笛光子／西村雅彦／中村雅俊

幕末から明治に移る激動の時代を舞台に、算用者（会計処理の専門

「鉄道好き」という共通の趣味を介して知り合った対照的な境遇のふ

家）として代々加賀藩の財政に携わってきた下級武士が、厳しい倹約

たりの青年が、友情を育みながら、それぞれ恋や仕事に悪戦苦闘す

生活を実行しながらも、家族の絆を守りながら力強く生きていく姿を

る姿を見つめたハートフル・コメディ。自身の趣味を反映した念願の

描く。堺雅人、仲間由紀恵という実力派ふたりを主人公の夫婦役に

企画で、森田監督らしいユーモラスな会話劇が展開する。主演を務

抜擢。世間体や時流に惑わされることなく、つつましくもほがらかに生

めのは、松山ケンイチと瑛太。「草食系男子」を地でいく現代的なキャ

きる家族の姿は、長引く不況を生きる日本人に生きるためのヒントを

ラクターが、リアルな空気感を生んでいる。劇中には合計20路線80モ

少なからず示し、大ヒット。

デルもの電車が登場

