
報道関係者各位 2019 年 10 月 3 日

（木） 

平素よりお世話になっております。 

本年度の東京国際映画祭のオープニング作品の『男はつらいよ お帰り 寅さん』。第一作

目の公開から今年で50年を迎え、シリーズで50作目となる、『男はつらいよ』の奇跡の最新

作が東京国際映画祭の開幕を飾ることが決定しました。この度、日本外国特派員協会に

て毎年開催しております、東京国際映画祭の記者会見に、山田洋次監督をお迎えし、映

画祭や作品に関する想いを語っていただきました。併せて、久松猛朗フェスティバル・ディレク

ターより、本年度の映画祭のハイライトについて解説。また、「Japan Now」部門プログラミ

ング・アドバイザー 安藤紘平氏も登壇し、本年度の「Japan Now」部門や山田洋次監督

に対する想いを語りました。 

第32回東京国際映画祭では開催期間中、170本以上もの映画が上映予定、世界中

から訪れた著名なゲストが多数登場し、Q＆Aやシンポジウムが開催されるなど、東京国際映画祭ならではのイベントが目白押しです。 

下記に記者会見の概要と登壇者のコメントを記載させて頂きます。 

【山田洋次監督 コメント】

半世紀以上にわたって、何十本の映画を作ってきました、だけど今度の映画を作るときに、 
初めてこんな映画をつくるんだと驚きました。 
いったいどんな映画になるのだろうという、不安と期待が撮影中、僕のなかにずっとあったのです。完成し
た後に、自分の映画を繰り返してみながら思ったことは、この映画を作るために 50年の歳月が必要だ
ったのだなということです。だから、長生きしたからこういう映画ができたのだなというのが今の感想です。 

【フェスティバル・ディレクター 久松猛朗コメント】 

今年は令和元年の開催で、10月 22日には各国の王族の方などが多く日本に来る、そしてラグビーワールドカップが開催されている。来年の東京オリン

ピック、パラリンピックに合わせて、今世界中の注目が日本に集まっていると感じました。それで日本の映画祭で日本の特集をするのは一番いいタイミング

かなと思っていて、この機会に日本の優れた映像文化を広く紹介していけたらいいなと思っています。 

【安藤紘平 プログラミング・アドバイザー コメント】 
今の日本を代表する映画たちが、どんな日本の今とか、文化とか、日本の心、真の美意識、フィロソフィーを語ってくれるのかをお見せするのが「Japan 
Now」の部門の使命です。今回の山田洋次監督作品はオープニング作品にはぴったりで、『男はつらいよ お帰り 寅さん』は、今回本当に素晴らしい作
品としてお見せできると思っております。 
今年の「Japan Now」部門はもう一人のレジェンドである大林宣彦監督を特集します。 
皆様もご存じの通り、大林監督はガンと３年前にがんを患いまして。その中で２年前『花筐／HANAGATAMI』という素晴らしい作品をつくられました。
その後病と闘いながら『海辺の映画館―キネマの玉手箱』を完成なさいました。素晴らしい作品です。これらを含めまして、「Japan Now」部門では大
林監督の５作品と、加えて日本を代表する９作品、合計 14作品を上映いたします。 

山田監督へのマスコミからの質疑応答 

Q 第 32 回東京国際映画祭への期待について何かお話しいただけますか。 
A 色んな国に様々な映画祭があって、東京国際映画祭は日本を代表する映画祭ですよね。その東京映画祭の特徴は何か、魅力は
何か、テーマを持つということがとても大事なことじゃないかと思う。そういう努力をし続けていって、この映画祭が世界のユニークな映画祭に
なるように心から映画人の一人として思う。 

Q 88 歳でこの映画を作ることは本当に著しいことだと思いました。機会がありましたら、どんな映画を作りたいか考えたことはありますか（ロ
シアの記者より）
A 困ったな…自分の歳のことを考えると怖くてね。映画どころじゃねぇよっと思ったりするのです。
でもまぁアメリカにはクリント・イーストウッドという監督がいるので頑張っているから、僕も一緒に頑張ろうかと思うのですけど。ポルトガルのマ
ノエル・デ・オリベイラ監督、新藤兼人監督は 100歳まで映画を撮られたから、まだまだ希望は持っていいんじゃないかな。

■日時：10月 3日（木）17：00～ 

■会場：公益社団法人 日本外国特派員協会（ＦＣＣＪ）

■登壇者：山田洋次監督（オープニング作品『男はつらいよ お帰り 寅さん』）

久松猛朗（東京国際映画祭 フェスティバルディレクター）  

安藤紘平（「JAPAN NOW」部門プログラミングアドバイザー）

第 32 回東京国際映画祭オープニング作品『男はつらいよ お帰り 寅さん』 

山田洋次監督登壇！

日本外国特派員協会 記者会見レポート 

（C）2019 TIFF 

★本日の記者会見の画像及び出品作品のスチール等は本日イメージネットにて配信しております。 

https://www.image.net/tiff2019_press_release_1003 
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■オープニング作品 『男はつらいよ お帰り 寅さん』 
小説家になった満男に、伯父・寅次郎への想いが蘇る―― 
生誕 50 周年を迎える大人気シリーズ『男はつらいよ』の最新作は、 
新撮された登場人物たちの”今“と、4K デジタル修復されたシリーズ映像が紡ぎ合う奇跡の映画。 
ずっと待ち望んでいた人も、初めて出会う人も、【笑いと涙】に包まれる最高の感動作！ 
出演：渥美清 ／ 倍賞千恵子 吉岡秀隆 後藤久美子 前田吟 池脇千鶴 夏木マリ 浅丘ルリ子 

美保純 佐藤蛾次郎 桜田ひより 北山雅康 カンニング竹山 濱田マリ 出川哲朗 松野太紀 

林家たま平 立川志らく 小林稔侍 笹野高史 橋爪功 

原作・監督：山田洋次 

脚本：山田洋次 朝原雄三 

音楽：山本直純 山本純ノ介 

主題歌：「男はつらいよ」 渥美清 ／ オープニング 桑田佳祐 

制作・配給：松竹株式会社 

公開：１２月２７日（金）全国公開                                          ○c 2019 松竹株式会社 

 
 

 

 

 

 

 

【『男はつらいよ お帰り 寅さん』(オープニング作品)に関する問い合わせ】  

松竹株式会社 漢那雷惟音 raio_kanna@shochiku.co.jp TEL03-5550-1589 

【本会見に関するお問い合わせ】 

東京国際映画祭事務局プロモーショングループ TEL03-6226-3012/FAX03-6226-3023 

＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎)  TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 

＜WEB 媒体＞ (株)モボ・モガ (岩館)  TEL 03-6910-2007 FAX 03-6273-3818 sck-iwadate@mobo-moga.com 

 

 

 

 

 

山田洋次監督 プロフィール 
54年、東京大学法学部卒。同年、助監督として松竹入社。61年『二階の他人』で監督デビュー。 

1969年『男はつらいよ』シリーズ開始。他に代表作として『家族』（70）、『幸福の黄色いハンカチ』（77）、『学校』（93）、『たそがれ清兵衛』（02）、『家族はつらいよ』（16）など。

2008年より日本藝術院会員、12年に文化勲章を受章。  

安藤紘平（「JapanNow」部門プログラミング・アドバイザー）プロフィール  

青年時代、寺山修司に師事。繊細で独創的な表現力で知られる映像作家。ハイビジョンを使っての作品制作では世界的な先駆者。多数の作品で、ハワイ国際映画祭銀賞、モントルー国

際映画祭グランプリなど数多く受賞。パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京などの美術館に作品収蔵。2001、05 年パリにて安藤紘平回顧展開催。早稲田大学名誉教授。 

 

久松猛朗（東京国際映画祭フェスティバル・ディレクター）プロフィール 

1954年山口県下関市生まれ。78年松竹株式会社に入社。宣伝プロデューサー、映画興行部・番組編成担当等の勤務を経て 86年 にアメリカ松竹「リトル東京シネマ」の支配人となる。

89年 に東京へ戻り、興行部次長に就任。94年タイムワーナーエンターティメントジャパン株式会社に入社し、ワーナーブラザース映画の営業本部長となる。その後、松竹株式会社に再入社

し、2001 年取締役映画部門＆映像企画部門を担当。03 年に常務取締役に就任する。06 年株式会社衛星劇場代表取締役社長を経て、10 年ワーナーエンターティメント・ジャパン株

式会社に再入社。ワーナーブラザース映画副代表となる。現在はマイウェイムービーズ合同会社代表。 

mailto:raio_kanna@shochiku.co.jp
mailto:sck-iwadate@mobo-moga.com


                                 
JAPAN NOW（上映作品） 

作品名 制作

国 

作品解説 監督名 

WE ARE LITTLE ZOMBIES 日本 第 33 回サンダンス映画祭（ショートフィルム部門）にて、日本映画史上初のグランプ

リを獲得した新鋭・長久允監督の長編映画デビュー作。 
長久 允 

五億円のじんせい 日本 かつて五億円の募金で命を救われた 17 歳の少年を主人公に、お金と人生に向き合う物

語。映画『ソロモンの偽証』やドラマ「3 年 A 組-今から皆さんは、人質です-」の望月

歩初主演映画！ 

文 晟豪 

37 Seconds サーティセブンセカンズ 日本 漫画家のゴーストライターとして働く脳性麻痺のユマは、シングルマザーの母とふたり

暮らし。異常なまでに過保護な母と閉鎖された生活を送ってきたが、ある出来事から出

会う人々によって未知の世界を切り開いていく。 

HIKARI 

さよならくちびる 日本 突然解散を決めた人気デュオ＜ハルレオ＞のハルとレオは付き人のシマと解散ツアー

に出た。秦基博、あいみょんの名曲にのせて、未来への希望を描く青春音楽エンターテ

インメント！ 

塩田明彦 

旅のおわり世界のはじまり 日本／

ウズベ

キスタ

ン／カ

タール 

シルクロードの美しい風景の中で描かれる心の冒険。夢を見失ったとき、新しい扉が開

く。 

黒沢 清 

タロウのバカ 日本 “何者でもない”タロウとは怪物か、天使か――。生と死の狭間を駆け抜ける 3 人の少年

たちの、獰猛で刹那的な青春を描く衝撃の問題作。大森立嗣監督、渾身のオリジナル脚

本。 

大森立嗣 

引っ越し大名！ 日本 姫路藩書庫番の片桐春之介は、国替えの総責任者“引っ越し奉行”に任命される。人数

10,000 人！ 距離 600km！ 予算なし!? この超難関プロジェクトを知恵と工夫で無

事に成し遂げることが出来るのか!? 

犬童一心 

蜜蜂と遠雷 日本 国際ピアノコンクールを舞台に、亜夜、明石、マサル、塵という世界を目指す若き 4 人

のピアニストたちが、互いに刺激しあい、熾烈な争いを通して成長し、運命をたどる姿

を描く。 

石川 慶 

宮本から君へ 日本 熱血営業マン・宮本浩が“絶対に勝たなきゃいけないケンカ”に挑む！ 宮本の暑苦しく

も切ない生き様を描いた極限の人間賛歌エンタテインメント。そして、極限の人間賛歌

は極限の愛の物語へ昇華する―― 

真利子哲也 

海辺の映画館―キネマの玉手箱 日本 今夜限りで閉館する最終オールナイト上映で 3 人の若者たちが映画の世界にタイムリ

ープするファンタジー。20 年振りに古里「尾道」で撮影を敢行。圧倒的なメッセージ

で贈る大林宣彦監督最新作！ 

大林宣彦 

花筐／HANAGATAMI 日本 長編デビュー作『HOUSE／ハウス』（77）より以前に書き上げられていた脚本が奇蹟

の映画化！ 戦争の時代に生きる若者たちの青春群像劇を、圧倒的な映像力で描く。大

林宣彦の魂の集大成である。 

大林宣彦 

異人たちとの夏 日本 第 1 回山本周五郎賞を受賞した山田太一の小説を市川森一が脚色、大林宣彦が演出した

異色作。“異人”である父母とのひと時のふれあいと、奇妙な出会いをした恋人との不思

議な愛の幻想を描く。 

大林宣彦 

野ゆき山ゆき海べゆき 日本 佐藤春夫の自伝的小説「わんばく時代」を、尾道に舞台を移し映画化。太平洋戦争の暗

い影が押し寄せる頃、年上の美しい少女を身売りから救おうとする少年たちの奮闘と騒

動を描く。 

大林宣彦 

さびしんぼう 日本 山中恒原作「なんだかへんて子」を、尾道を舞台に映画化。少年の淡い恋、さらに、彼

の前に突然現われた少女時代の母親“さびしんぼう”との交流を描いたファンタジー。

“尾道三部作”のひとつ。 

大林宣彦 

 

 

 

 

 

 

 


