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東京大学教養学部前期課程 

全学体験ゼミナール「映像デザイン実習」  

参考映画リスト 

 

 

 

 

★  推奨作品 

☆  空間表現にすぐれた作品 

 

--------------------------------------------------- 

 

【ヨーロッパの映画監督】 

 

■オーギュスト・リュミエール （1862-1954、フランス） 

 ルイ・リュミエール （1864-1948、フランス） 

 ・工場の出口（1895）☆    

 ・赤ん坊の食事（1895） 

 ・カード遊び（1896） 

 ・ラ・シオタ駅への列車の到着（1897）☆ 

 ・リュミエールの惑星（1995、フランス外務省）★ 

 

■ジョルジュ・メリエス （1861-1938、フランス） 

 ・幾つもの頭を持つ男（1898） 

 ・シンデレラ（1899） 

 ・月世界旅行（1902）★ 

 

■フェルナン・レジェ （1881-1955、フランス） 

 ・バレエ・メカニック（1924）★☆ 

 

■ジェルメーヌ・デュラック （1882-1942、フランス） 

 ・微笑むブーデ夫人（1923）☆ 

 

■アベル・ガンス (1889-1981、フランス) 

 ・戦争と平和（1919） 

 ・鉄路の白薔薇(1923)☆ 

 

■ジャン・ルノワール （1894-1979、フランス） 

 ・水の娘（1924）☆ 

 ・ピクニック（1936）★☆ 

 ・大いなる幻影（1937）★ 

 ・ゲームの規則（1939）★ 

 ・南部の人（1945）★ 

 ・浜辺の女(1947) 

 ・フレンチ・カンカン（1954） 

 

■マリー＝ルイズ・イリブ （1894-1934、フランス） 

 ・魔王（1931） 

 

■ジュリアン・デュヴィヴィエ （1896-1967、フランス） 

 ・望郷（1937）☆ 

 

■ルネ・クレール (1898-1981、フランス)  

・幕間（1924）★ 

・自由を我らに(1931) 

 ・巴里祭(1932) 

 

■ジャン・コクトー （1898-1963、フランス） 

・詩人の血（1930） 

・美女と野獣（1946） 

・オルフェ（1949）★☆ 

 

■ロベール・ブレッソン （1901-1999、フランス） 

 ・罪の天使たち（1943）☆ 

 ・田舎司祭の日記（1951）★ 

 ・抵抗-死刑囚の手記より（1956）★ 

 ・スリ（1959） 

 ・バルタザールどこへ行く（1966） 

 ・やさしい女(1969) 

 ・ラルジャン（1983） 

 

■ジャン・グレミヨン （1902-1959、フランス） 

 ・高原の情熱（1943）☆ 

 

■ジャン・ヴィゴ （1905-1934、フランス） 

 ・ニースについて（1930） 

 ・水泳選手ジャン・タリス（1931）☆ 

 ・新学期・操行ゼロ（1933）☆ 

 ・アタラント号（1934）★☆ 

 

■マルセル・カルネ (1906-1996、フランス) 

 ・天井桟敷の人々(1945) 

 

■ジャック・ベッケル (1906-1960、フランス) 

 ・肉体の冠(1951) 

 ・現金に手を出すな(1953) 

 ・穴(1960)★ 

 

■ジャック・タチ （1907-1982、フランス） 

 ・ぼくの伯父さんの休暇（1953）★ 

 ・ぼくの伯父さん（1958）☆ 

 ・プレイタイム（1967）★☆ 

 ・トラフィック（1971） 

 

■ルネ・クレマン （1913-1996、フランス） 

 ・禁じられた遊び（1952） 

 ・太陽がいっぱい（1960） 

 

■ジャン・ルーシュ （1917-2004、フランス） 

 ・ある夏の記録（1961） 

 

■ジャン＝ピエール・メルヴィル （1917-1973、フランス） 

 ・海の沈黙（1949）★☆ 

 ・恐るべき子供たち(1950) 

 ・マンハッタンの二人の男（1958）★ 

 

■アラン・レネ （1922-2014、フランス） 

 ・夜と霧（1955） 

 ・二十四時間の情事（1959）★ 
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 ・去年マリエンバートで（1960）★☆ 

 ・風にそよぐ草（2009） 

 

■アラン・ロブ＝グリエ （1922-2008、フランス） 

・不滅の女（1963）★☆ 

・ヨーロッパ横断超特急（1966）★ 

・嘘をつく男（1968） 

・エデン、その後（1970） 

・快楽の漸進的横滑り（1974） 

・囚われの美女（1983） 

 

■ジャック・リヴェット （1928-2016、フランス） 

 ・王手飛車取り（1956） 

 ・パリはわれらのもの（1961） 

 

■セルジュ・ブールギニョン （1928-、フランス） 

 ・シベールの日曜日（1962）★☆ 

 

■クロード・シャブロル （1930-2010、フランス） 

 ・いとこ同士（1959） 

 ・破局（1970） 

 ・仮面(1987) 

 

■ジャン・リュック・ゴダール （1930-2022、フランス） 

 ・勝手にしやがれ（1959）★☆ 

 ・女と男のいる舗道（1962）★ 

 ・軽蔑（1963）☆ 

 ・はなればなれに(1964) 

 ・アルファビル（1965）☆ 

 ・勝手に逃げろ／人生(1979) 

 ・こんにちは、マリア（1984） 

 ・気狂いピエロ（1985）★☆ 

 ・右側に気をつけろ（1988） 

 ・ゴダールの映画史（1989）★ 

 ・ゴダールの新ドイツ零年(1991)★ 

 ・JLG /自画像（1995）★ 

 ・ゴダール・ソシアリズム（2010） 

 ・さらば、愛の言葉よ(2014) 

 ・イメージの本（2018）★ 

 

■ジャック・ドゥミ (1931-1990、フランス) 

 ・ローラ（1960）★  

 ・シェルブールの雨傘(1964)★☆ 

 ・ロシュフォールの恋人たち（1967）★☆ 

 ・都会のひと部屋（1982） 

 

■フランソワ・トリュフォー （1932-1984、フランス） 

 ・大人は判ってくれない（1959）★☆ 

 ・突然炎のごとく（1962）★ 

 ・柔らかい肌(1964)★ 

 ・華氏 451（1966） 

 ・夜霧の恋人たち(1968) 

 ・暗くなるまでこの恋を（1969） 

 ・恋のエチュード（1971） 

 ・アメリカの夜（1973） 

 ・終電車（1980） 

 

■ジャン＝マリー・ストローブ （1933-、フランス） 

 ダニエル・ユイレ （1936-2006、フランス） 

 ・マホルカ＝ムフ（1962） 

 ・妥協せざる人々（1965） 

 ・アンナ･マグダレーナ･バッハの日記（1968）★ 

 ・花婿、女優、そしてヒモ（1968） 

 ・オトン（1968） 

 

■ピエール・コラルニック （1938-、フランス） 

 ・アンナ（1967）☆ 

 

■ジャン・ジャック・ベネックス	 （1946-2022、フランス） 

・ディーバ（1981） 

 ・ベティ・ブルー 愛と激情の日々」（1986）	
 

■フィリップ・ガレル (1948-、フランス) 

 ・ギターはもう聞こえない（1991） 

 ・つかのまの愛人（2017）★ 

 

■ジャック・オディアール（1952-、フランス） 

 ・パリ 13区（2021） 

 

■ジャン＝ピエール・ジュネ (1953-、フランス) 

 ・アメリ（2001） 

 

■フランク・ダラボン （1959-、フランス/アメリカ） 

 ・ショーシャンクの空に（1994）★ 

 ・グリーンマイル（1999） 

 ・マジェスティック（2001） 

 

■リュック・ベッソン （1959-、フランス） 

 ・最後の戦い（1983） 

 ・グランブルー（1988） 

 ・フィフス・エレメント（1997） 

 ・LUCY/ルーシー（2014） 

 

■レオス・カラックス （1960-、フランス） 

 ・汚れた血（1986） 

 ・ポンヌフの恋人（1991） 

 

■ピエール・モレル (1964-、フランス) 

 ・96時間（2008）☆ 

 

■ジガ・ヴェルトフ集団 （1968-1972、フランス） 

 ・プラウダ（1969） 

 

■パスカル・ロジェ （1971-、フランス） 

 ・ゴーストランドの惨劇（2017）★ 

 

■ギヨーム・ブラック （1977-、フランス） 

・みんなのヴァカンス（2020）★ 

 

■ラジ・リ （1978-、フランス） 
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・レ・ミゼラブル（2019）★ 

 

■セリーヌ・シアマ (1978-、フランス) 

 ・燃ゆる女の肖像（2019）★☆ 

・トムボーイ（2011） 

 

■ジュリア・デュクルノー （1983-、フランス） 

 ・チタン（2021）☆ 

 

■ロベルト・ヴィーネ （1874-1938、ドイツ） 

 ・カリガリ博士（1920）★☆ 

 

■ワルター・ルットマン （1887―1941、ドイツ） 

 ・作品 1（1921）★ 

 ・伯林―大都会交響楽（1927）★☆ 

 

■ハンス・リヒター（1888-1976、ドイツ） 

 ・リズム 21（1921） 

 ・朝食前の幽霊（1927） 

 

■フリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ  

(1888-1931 、ドイツ/アメリカ) 

 ・吸血鬼ノスフェラトゥ(1922)☆ 

 ・最後の人(1924)☆ 

 ・ファウスト（1926） 

 ・サンライズ(1927)★☆ 

 

■アーノルト・ファンク （1889-1974、ドイツ） 

 ・聖山(1926) 

 ・新しき土(1937)☆ 

 

■フリッツ・ラング (1890-1976、オーストリア/ドイツ/アメリカ) 

 ・メトロポリス（1926）★☆ 

 ・スピオーネ（1928）★☆ 

 ・Ｍ（1931）★ 

 ・マンハント(1941) 

 ・死刑執行人もまた死す（1943）★ 

 ・スカーレット・ストリート（1945）★ 

 ・復讐は俺に任せろ（1953）★☆ 

 

■エルンスト・ルビッチ (1892-1947、ドイツ/アメリカ) 

 ・花嫁人形（1919） 

 ・牡蠣の王女(1919) 

 ・結婚哲学（1924） 

 ・ニノチカ(1939) 

 ・生きるべきか死ぬべきか(1942)★ 

 

■ダグラス・サーク （1897-1987、ドイツ/アメリカ） 

 ・悲しみは空の彼方に（1959） 

 

■マックス・オフュルス （1902-1957、ドイツ/フランス/アメリカ） 

 ・快楽（1952）☆ 

 

■レニ・リーフェンシュタール （1902-2003、ドイツ） 

 ・青の光(1932) 

 ・意思の勝利（1935） 

 ・オリンピア（民族の祭典、美の祭典）（1938）★☆ 

 

■フォルカー・シュレンドルフ (1939-、ドイツ) 

 ・ブリキの太鼓(1979) 

 ・パリよ、永遠に(2014)★ 

 

■ミヒャエル・ハネケ （1942-、ドイツ／オーストリア） 

 ・ベニーズ・ビデオ(1992) 

 ・ピアニスト（2001） 

 ・白いリボン（2009）★ 

 ・ハッピーエンド（2017） 

 

■ヴェルナー・ヘルツォーク （1942-、ドイツ） 

・ノスフェラトウ（1979） 

・歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡（2019） 

 

■ヴィム・ヴェンダース （1945-、ドイツ） 

 ・アメリカの友人（1977） 

 ・パリ・テキサス（1984）☆ 

 ・ベルリン天使の詩（1987）★☆ 

 ・夢の涯てまでも（1991） 

 ・もし建築が話せたら（2011）☆ 

 

■ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー （1946-1982、ドイツ） 

 ・何故R氏は発作的に人を殺したか？(1969) 

 ・ニクラスハウゼンの旅(1970)☆ 

 ・あやつり糸の世界（1973）★ 

 ・ベロニカ・フォスのあこがれ（1982） 

 

■ローランド・エメリッヒ （1955-、ドイツ/アメリカ） 

 ・デイ・アフター・トゥモロウ（2004） 

 

■フィリップ・グレーニング （1959-、ドイツ） 

 ・大いなる沈黙へ 

  ―グランド・シャルトルーズ修道院(2005)☆ 

 

■セバスチャン・ジッパー （1968-、ドイツ） 

 ・ヴィクトリア（2015）☆ 

 

■ジェンナロ・リゲッリ （1886-1949、イタリア） 

 ・過去からの呼聲（1921） 

 

■ヴィットリオ・デ・シーカ （1901-1974、イタリア） 

 ・自転車泥棒（1948） 

 

■ロベルト・ロッセリーニ （1906-1977、イタリア） 

 ・無防備都市（1945）★ 

 ・戦火のかなた（1946）★ 

 ・ドイツ零年(1948)☆ 

 ・ストロンボリ、神の土地（1950） 

 ・イタリア旅行（1953）☆ 

 

■ルキノ・ヴィスコンティ （1906-1976、イタリア） 

 ・若者のすべて（1950）★☆ 
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 ・夏の嵐（1954）☆ 

 ・山猫（1963）★ 

 ・熊座の淡き星影（1965）☆ 

 ・ベニスに死す（1971） 

 ・ルードウィッヒ－神々の黄昏（1972）☆ 

 ・家族の肖像（1974）☆ 

 ・イノセント（1975） 

 

■ミケランジェロ・アントニオーニ （1912-2007、イタリア） 

 ・情事（1960） 

 ・太陽はひとりぼっち（1962） 

 ・赤い砂漠（1964）★☆ 

 

■ジッロ・ポンテコルヴォ （1919-2006、イタリア） 

 ・アルジェの戦い（1965）★☆ 

 

■フェデリコ・フェリーニ （1920-1993、イタリア） 

 ・道（1954）★ 

 ・カビリアの夜(1957) 

 ・甘い生活（1960）★ 

 ・８１/２（1963） 

 ・インテルビスタ（1987） 

 

■ピエール・パオロ・パゾリーニ （1922-1975、イタリア） 

 ・奇跡の丘(1964)☆ 

 ・王女メディア（1969）☆ 

 

■エルマンノ・オルミ （1931-、イタリア） 

 ・緑はよみがえる（2014） 

 

■ベルナルド・ベルトルッチ （1941-2018、イタリア） 

 ・革命前夜（1964） 

 ・暗殺の森（1970）★ 

 ・暗殺のオペラ（1971） 

 ・ラストタンゴ・イン・パリ（1972） 

 ・ラストエンペラー（1987） 

 ・シェルタリング・スカイ（1990） 

 

■ジュゼッペ・トルナトーレ （1956-、イタリア）  

 ・ニュー・シネマ・パラダイス（1989）★ 

 

■ジャンフランコ・ロージ （1964-、イタリア/アメリカ） 

 ・ローマ環状線、めぐりゆく人生たち(2013) 

 ・海は燃えている～イタリア最南端の小さな島～（2016） 

 

■マッテオ・ガローネ （1968-） 

 ・五日物語―3 つの王国と 3 人の女―(2015)☆ 

 

■パオロ・ソレンティーノ （1970-、イタリア） 

 ・グレート・ビューティ／追憶のローマ(2013)☆ 

 

■ルカ・グァダニーノ （1971-、イタリア） 

 ・サスペリア（2018）☆ 

 

■ルイス・ブニュエル （1900-1983、スペイン/フランス） 

 ・アンダルシアの犬（1929）★ 

 ・黄金時代（1939） 

 ・ビリディアナ（1961）☆ 

 ・皆殺しの天使（1962）★ 

 ・砂漠のシモン（1965）☆ 

 ・昼顔（1967） 

 ・ブルジョワジーの秘かな愉しみ（1972）★ 

 ・欲望のあいまいな対象（1977）★ 

 

■ビクトル・エリセ （1940-、スペイン） 

 ・みつばちのささやき（1973）★ 

 ・エル・スール（1983）★ 

 

■ホセ･ルイス･ロペス=リナレス （1955-、スペイン） 

 ・ヒエロニムス・ボス（2016） 

 

■アルベルト・セラ （1975-、スペイン） 

 ・騎士の名誉（2006） 

 

■キャロル・リード （1906-1976、イギリス） 

 ・第三の男（1949）★ 

 

■デビッド・リーン （1908-1991、イギリス）  

 ・アラビアのロレンス(1962)★☆ 

 

■テレンス・ヤング (1915-1994、イギリス) 

 ・007／ロシアより愛を込めて(1963) 

 ・暗くなるまで待って(1967) 

  

■スタンリー・キューブリック （1928-1999、イギリス） 

 ・現金に体を張れ（1956） 

 ・博士の異常な愛情（1964）★ 

 ・2001年宇宙の旅（1968）★☆ 

 ・時計じかけのオレンジ（1971）★ 

 ・バリー・リンドン（1975） 

 ・シャイニング（1980）★ 

 ・アイズ・ワイド・シャット（1999）  

 

■ニコラス・ローグ （1928-2018、イギリス） 

 ・美しき冒険旅行(1971)★☆ 

 ・赤い影(1973)☆ 

 

■ケン・ローチ （1936-、イギリス） 

 ・わたしは、ダニエル・ブレイク（2016）★ 

 

■リドリー・スコット （1937-、イギリス） 

 ・エイリアン（1979）★ 

 ・ブレードランナー（1982）★☆ 

 ・ブラック・レイン（1989） 

 ・グラディエーター（2000）★☆ 

 

■デレク・ジャーマン （1942-1994、イギリス） 

 ・ザ・ガーデン（1990） 

 

■アラン・パーカー （1944-2020、イギリス） 
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 ・小さな恋のメロディ(1971、脚本) 

 ・ミッドナイト・エクスプレス（1978） 

  

■サム・メンデス （1965-、イギリス） 

 ・アメリカン・ビューティー（1999） 

 

■クリストファー・ノーラン (1970-、イギリス/アメリカ) 

 ・メメント（2000） 

 ・ダークナイト（2008）★ 

 ・インセプション（2010）★☆ 

 ・インターステラー（2014）★☆ 

 ・ダンケルク（2017） 

 ・TENET テネット（2020） 

 

■マシュー・ヴォーン （1971-、イギリス）  

 ・キングスマン（2014） 

 

■トム・フーパー （1972-、イギリス） 

 ・英国王のスピーチ（2010）★ 

 

■エドガー・ライト （1974-、イギリス） 

 ・ラストナイト・イン・ソーホー(2021)★☆ 

 

■エメラルド・フェネル (1985-、イギリス) 

・プロミシング・ヤング・ウーマン（2020） 

 

■ロイ・ウィリアム・ニール （1887-1946、アイルランド/アメリカ） 

 ・シャーロック・ホームズ 緋色の爪（1944） 

 

■ヴァイキング・エッゲリング  

（1880-1925 、スウェーデン/ドイツ） 

 ・対角線交響曲（1924） 

 

■イングマール・ベルイマン （1910～2007、スウェーデン） 

・夏の遊び（1951）☆ 

・不良少女モニカ（1953） 

・野いちご(1957)★☆ 

・処女の泉（1959）★ 

・冬の光（1963） 

・沈黙（1963）☆ 

・仮面／ペルソナ（1966）★ 

・叫びとささやき(1972) 

・秋のソナタ（1978）★ 

・ファニーとアレクサンデル（1982）★ 

 

■ヨーラン・イェンテレ （1917-1972、スウェーデン） 

 ・ミス・エイプリル（1958） 

 

■リューベン・オストルンド （1974-、スウェーデン） 

 ・フレンチアルプスで起きたこと（2014） 

 ・ザ・スクエア 思いやりの聖域（2017） 

 

■モルテン・ティルドゥム （1967-、ノルウェイ/アメリカ） 

 ・イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密 

  （2014）★ 

 

■ハーフシュテイン・グンナル・シーグルズソン （1978-、 

アイスランド） 

 ・隣の影（2017） 

 

■バレンティン・バーラ （1909-1976、フィンランド） 

 ・夏の夜の人々（1948） 

 

■エーリック・ブロンベリ （1913-1996、フィンランド） 

 ・白いトナカイ（1952） 

 

■カール・テオドア・ドライヤー （1889-1968、デンマーク） 

 ・裁かるゝジャンヌ（1927）☆ 

 ・怒りの日（1943）☆ 

 ・奇跡（1954）★☆ 

 ・ゲアトルーズ（1964）★☆ 

 

■ラース・フォン・トリアー （1956-、デンマーク） 

 ・エレメント・オブ・クライム（1984）☆ 

 ・ダンサー・イン・ザ・ダーク（2000） 

 

■ヨナス・アレクサンダー・アーンビー（1974-、デンマーク） 

 ・獣は月夜に夢を見る（2016） 

 

■ジョルジュ・シュルイツァー （1932-2014、オランダ） 

 ・ザ・バニシング−消失−（1988） 

 

■ポール・バーホーベン（1938-、オランダ） 

 ・ロボコップ（1987） 

 ・トータル・リコール（1990） 

 ・氷の微笑（1992） 

 ・エル ELLE（2016）★ 

 

■アニエス・ヴァルダ (1928-2019、ベルギー/フランス) 

 ・ラ・ポワント・クールト（1954） 

 ・5時から 7時までのクレオ（1961） 

 ・幸福（しあわせ）(1965)★☆ 

 ・冬の旅(1985)☆ 

 

■ジャン＝ピエール&リュック・ダルデンヌ （1951-、ベルギー） 

 ・自転車と少年（2011） 

 

■ダニエル・シュミット （1941-2006、スイス） 

 ・ラ・パロマ（1974） 

 

■アルフレート・レーナー (1913-1997、オーストリア) 

 ・幼な心（1958） 

 

■テオ・アンゲロプロス （1936-2012、ギリシャ） 

 ・旅芸人の記録（1975）★☆ 

 ・アレクサンダー大王(1980) 

 ・シテール島への船出（1983） 

 ・霧の中の風景(1988) 

 

■マックス・ノセック （1902-1972、ポーランド、スペイン、オラ
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ンダ、アメリカ、オーストリア） 

 ・犯罪王ディリンジャー（1945） 

 

■ヴァンダ・ヤクボフスカ （1907-1998、ポーランド） 

 ・アウシュビッツの女囚（1948） 

 

■アンジェイ・ワイダ （1926-2016、ポーランド） 

 ・世代（1955） 

 ・地下水道（1957） 

 ・灰とダイヤモンド（1958）★ 

 

■ロマン・ポランスキー （1933-、ポーランド） 

 ・水の中のナイフ（1962） 

 ・ローズマリーの赤ちゃん（1968）★ 

 ・チャイナタウン（1974）☆ 

 ・戦場のピアニスト(2002)★☆ 

 ・ゴーストライター（2010）★ 

 ・毛皮のヴィーナス（2013）☆ 

  

■イエジー・スコリモフスキ （1938-、ポーランド） 

 ・バリエラ(1966) 

 ・出発(1967)★  

 ・早春（1970） 

 ・アンナと過ごした 4 日間（2008）★ 

 ・エッセンシャル・キリング（2010） 

 ・イレブン・ミニッツ（2016）☆ 

 

■アンジェイ・ズラウスキー （1940-2016、ポーランド） 

 ・ポゼッション（1980）★ 

 

■クシシュトフ・キェシロフスキ （1941-1996、ポーランド） 

 ・ふたりのベロニカ（1991）★☆ 

 ・トリコロール/青の愛（1993） 

 ・トリコロール/白の愛（1994） 

 ・トリコロール/赤の愛（1994）★ 

 

■パヴェウ・パヴリコフスキ （1957-、ポーランド） 

 ・COLD WAR あの歌、２つの心（2018） 

 

■タル・ベーラ (1955-、ハンガリー) 

 ・ダムネーション／天罰（1988）☆ 

 

■エニェディ・イルディコー （1955-、ハンガリー） 

 ・私の 20 世紀（1989）☆ 

 

■パルフィ・ジョージ （1974-、ハンガリー） 

 ・ファイナルカット(2007) 

 

■ネメシュ・ラースロー （1977-、ハンガリー） 

 ・サウルの息子（2015）★☆ 

 

■スヴァトプルク・イネマン （1896-1945、チェコスロバキア） 

 ・悪党の女たち（1927） 

 

■グスタフ・マハティ （1901-1963、チェコスロバキア） 

 ・エロティコン（1929）★☆ 

 

■フランチシェク・ヴラーチル （1924-1999、チェコスロバキア） 

 ・鳩（1960） 

 

■オルドジヒ・リプスキー (1924-1986、チェコスロバキア) 

 ・レモネード・ジョー或いは、ホース・オペラ（1964）★ 

 

■ヴェラ・ヒティロヴァ （1929-2014、チェコスロバキア） 

 ・ひなぎく（1966）★☆ 

 

■ミロス・フォアマン （1932-、チェコスロバキア/アメリカ） 

 ・火事だよ！カワイ子ちゃん（1967） 

 ・カッコーの巣の上で（1975） 

 ・アマデウス（1984） 

 

■ヤン・ニェメツ （1936-2016、チェコスロバキア） 

 ・夜のダイヤモンド(1964)★☆ 

 ・愛の殉教者たち（1966） 

 

■ジョナス・メカス (1922-2019、リトアニア/アメリカ) 

 ・ウォールデン（1969）★ 

 ・リトアニアへの旅の追憶(1972) 

 

■オレクサンドル・ドヴジェンコ （1894-1956、ロシア/ソ連） 

 ・大地(1930)★ 

 

■ジガ・ヴェルトフ （1896-1954、ロシア/ソ連） 

 ・キノ・プラウダ（1925） 

 ・カメラを持った男（1929）★☆ 

 

■セルゲイ・エイゼンシュテイン （1898-1948、ロシア/ソ連） 

 ・ストライキ（1925）★ 

 ・戦艦ポチョムキン（1925）★☆ 

 ・十月（1928） 

 ・全線（古きものと新しきもの）（1929）★☆ 

 ・アレクサンドル・ネフスキー（1938）★☆ 

 ・メキシコ万歳！（1979） 

 

■レフ・クレショフ （1899-1970 、ロシア/ソ連） 

 ・ポリシェヴィキの国における 

  ウェスト氏の異常な冒険(1924)★☆ 

 

■ミハイル・カラトーゾフ （1903-1973、ソ連） 

 ・怒りのキューバ（1964）★☆ 

 

■グレゴーリ・コージンツェフ （1905-1973、ソ連） 

 ・マクシムの青春（1935） 

 

■グレゴーリ・チュフライ （1921-2001、ソ連） 

 ・誓いの休暇（1959）★ 

 

■セルゲイ・パラジャーノフ （1924-1990、ソ連） 

 ・火の馬（1964） 

 ・ざくろの色（1969、1971）★☆ 
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 ・スラム砦の伝説（1984）★ 

 ・アシク・ケリブ（1988）★ 

 

■アンドレイ・タルコフスキー （1932-1986、ソ連） 

 ・僕の村は戦場だった（1962）★ 

 ・アンドレイ・ルブリョフ(1967) 

 ・惑星ソラリス（1972）☆ 

 ・鏡（1975）☆ 

 ・ノスタルジア（1983）★☆ 

 ・サクリファイス（1986） 

 

■キラ・ムラートワ (1934-2018、ソ連/ウクライナ) 

・長い見送り（1971） 

 

■ヴィターリー・カネフスキー （1935-、ソ連/ロシア） 

 ・動くな、死ね、甦れ!（1989） 

 

■ラリーサ・シェビチコ （1938-1979、ソ連） 

 ・処刑の丘（1976） 

 

■アレクサンドル・ソクーロフ （1951-、ソ連/ロシア） 

 ・痛ましき無関心（1983） 

 ・モレク神（1999）☆ 

 ・エルミタージュ幻想（2002）☆ 

 ・太陽（2005）★ 

 ・ファウスト（2011） 

 ・フランコフォニア ルーヴルの記憶（2015） 

 

■アレクサンドル・コット （1973-、ロシア） 

 ・草原の実験(2014)☆ 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

【北アメリカの映画監督】 

 

■トーマス・エジソン （1847-1931、アメリカ） 

 ・キネトスコープのフィルム（1894-1900） 

 

■エドウィン・スタントン・ポーター （1870-1941、アメリカ） 

 ・大列車強盗（1903） 

 

■ジェームス・スチュアート・ブラックトン（1875-1941、アメリカ） 

 ・愉快な百面相（1906） 

 

■デビッド・ウォーク・グリフィス （1875-1948、アメリカ） 

 ・国民の創生（1915） 

 ・イントレランス（1916）★ 

 ・嵐の孤児（1921） 

 

■マック・セネット （1880-1960、アメリカ） 

 ・キーストン社の無声喜劇映画 

 ・ツーリスト（1912） 

 ・醜女の深情け(1914) 

 

■ロバート・フラハティ （1884-1951、アメリカ） 

 ・極北のナヌーク（1922）★ 

 ・モアナ 南海の歓喜（1926、1980、2014）★☆ 

 

■ハワード・ホークス （1886-1977、アメリカ） 

 ・光に叛く者（1931） 

・暗黒街の顔役（1932）★ 

 ・赤ちゃん教育（1938） 

 ・教授と美女(1942) 

 ・脱出（1945）★ 

・三つ数えろ（1946）★ 

・果てしなき蒼空（1952） 

・モンキービジネス（1952） 

 ・リオブラボー（1959） 

 

■ラオール・ウォルシュ （1887-1980、アメリカ） 

 ・ビッグ・トレイル（1930）★☆ 

 ・夜までドライブ（1940） 

 ・いちごブロンド（1941） 

 ・白熱（1949）★ 

 

■マイケル・カーティス （1988-1962、ハンガリー/アメリカ） 

・結婚スクラム（1938） 

・カサブランカ（1942） 

 

■ヴィクター・フレミング （1989-1949） 

 ・オズの魔法使い(1939) 

 ・風と共に去りぬ(1939) 

 

■チャールズ・チャップリン （1889-1977、アメリカ） 

 ・キッド（1921）★ 

 ・チャップリンの黄金狂時代（1925） 

 ・街の灯（1930） 

 ・モダンタイムス（1936）★ 

 ・チャップリンの独裁者(1940) 

 ・ライムライト（1952） 

 

■マン・レイ （1890-1976、アメリカ/フランス） 

 ・理性への回帰（1923）☆ 

 

■ジョン・フォード （1894-1973、アメリカ） 

 ・誉の名手（1917） 

 ・アイアン・ホース（1924）★☆ 

 ・戦争と母性（1933） 

 ・プリースト判事（1934） 

 ・駅馬車（1939）★ 

 ・若き日のリンカーン（1939） 

 ・タバコ・ロード（1941） 

 ・わが谷は緑なりき（1942）★ 

 ・荒野の決闘（1946）★☆ 

 ・静かなる男(1952) 

 ・捜索者(1956) 
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 ・リバティ・バランスを撃った男(1962)★ 

 

■キング・ヴィダー (1894-1982、アメリカ) 

 ・群衆（1928）☆ 

 ・街の風景（1931）☆ 

 ・摩天楼(1949)	
	
■サム・テイラー （1895-1958、アメリカ） 

 ・ロイドの要心無用（1923）★☆ 

 

■バスター・キートン (1895-1966、アメリカ) 

 ・キートンのマイホーム(1920)★☆ 

 ・キートンの警官騒動（1922） 

 ・キートンの探偵学入門(1924) 

 ・キートンのセブンチャンス(1925) 

 ・海底王キートン（1925） 

 ・キートンの大列車追跡(1926)★ 

 ・キートンの蒸気船(1928)☆ 

 

■スチュアート・ヘイスラー （1896-1979、アメリカ） 

 ・ガラスの鍵（1942） 

 

■ドロシー・アーズナー (1897-1979、アメリカ) 

 ・恋に踊る（1940）★ 

・ナチに愛された女（1943） 

 

■ダグラス・サーク （1897-1987、ドイツ、アメリカ） 

 ・世界の涯てに（1937） 

 ・南の誘惑（1937） 

 ・眠りの館（1948）☆ 

・ショック・プルーフ（1949）☆ 

・ちょっとフランス風（1949） 

・丘の雷鳴（1951）☆ 

・わが望みのすべて（1953）★☆ 

・悲しみは空の彼方に（1959） 

 

■ルーベン・マムーリアン （1897-1987、ジョージア/アメリカ） 

 ・クリスチナ女王（1933） 

 

■ヘンリー・ハサウェイ （1898-1985、アメリカ） 

 ・死の接吻（1947） 

 

■フランク・キャプラ （1898-1959、アメリカ） 

 ・或る夜の出来事(1935)★ 

 ・我が家の楽園（1938） 

 ・スミス都へ行く（1939）★ 

 ・素晴らしき哉、人生!（1947） 

 

■プレストン・スタージェス （1898-1959、アメリカ） 

 ・レディ・イヴ(1941) 

 

■ノーマン・タウログ （1899-1981、アメリカ） 

 ・踊るニュウ・ヨーク（1940）  

 

■アルフレッド・ヒッチコック （1899-1980、イギリス/アメリカ） 

 ・三十九夜（1935）  

 ・バルカン超特急(1938)★ 

 ・巌窟の野獣(1939)☆ 

 ・海外特派員（1940）★ 

 ・汚名(1946)★ 

 ・見知らぬ乗客（1951） 

 ・裏窓（1954）☆  

 ・知りすぎていた男(1956) 

 ・ダイヤルＭを廻せ（1954） 

 ・めまい（1958）★☆ 

 ・北北西に進路を取れ（1959）★ 

 ・サイコ（1960）★ 

 ・鳥（1963） 

 

■ジョセフ・Ｈ・ルイス （1900-2000、アメリカ） 

 ・夜よりも深い闇（1940）★ 

 ・私の名前はジュリア・ロス（1944） 

 ・拳銃魔（1950）★☆ 

 ・パスポートのない女（1950） 

 ・ビッグ・コンボ（1955）★☆ 

 

■チャールズ・ヴィダー （1900-1959、アメリカ） 

 ・ギルダ（1946） 

 

■ロバート・シオドマク (1900-1973、ドイツ/アメリカ) 

 ・罠（1939） 

・幻の女（1944）★ 

・容疑者（1944） 

・らせん階段（1946） 

 ・殺人者（1946）★☆ 

 

■マーク・サンドリッチ （1900-1945、アメリカ） 

 ・コンチネンタル（1934） 

 ・トップ・ハット（1935） 

 ・踊らん哉（1937）☆ 

 

■マーヴィン・ルロイ （1900-1987、アメリカ） 

 ・ゴールド・ディガーズ（1933）☆ 

 ・クォ・ヴァディス（1951） 

 

■ウィリアム・ワイラー （1902-1981、ドイツ/アメリカ） 

 ・女相続人（1949） 

 ・ローマの休日（１９５３）★ 

 ・ベンハ―（１９５９） 

 ・コレクター（１９６５） 

 

■エドガー・G・ウルマー (1904-1972、オーストリア/アメリカ) 

 ・恐怖のまわり道（1945）★ 

 ・奇妙な女（1946）★☆ 

 

■ジャック・ターナー （1904-1977、フランス/アメリカ） 

 ・レオパルドマン 豹男（1943） 

・過去を逃れて（1947）★☆ 

 

■オットー・プレミンジャー （1905-1986、オーストリア/アメリカ） 
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 ・堕ちた天使（1945）★☆ 

 ・月蒼くして（1953）☆ 

 ・天使の顔（1953） 

 

■ルイス・アレン （1905-2000、アメリカ） 

 ・三人の狙撃者（1954） 

 

■ビリー・ワイルダー （1906-2002、アメリカ） 

 ・サンセット大通り(1950) 

 ・情婦(1957)★☆ 

 ・お熱いのがお好き(1959) 

 ・アパートの鍵貸します(1960)★ 

 

■アンソニー・マン （1906-1967、アメリカ） 

 ・裸の拍車（1953） 

 

■ジョン・ヒューストン （1906-1987、アメリカ） 

 ・マルタの鷹（1941） 

 ・黄金（1948）★ 

 ・キー・ラーゴ（1948） 

 ・アスファルト・ジャングル（1950） 

 

■フレッド・ジンネマン (1907-1997、オーストリア/アメリカ) 

 ・第七の十字架（1944）★☆ 

 ・山河遙かなり（1948）★☆ 

 ・真昼の決闘（1952）★ 

 ・結婚式のメンバー（1952）★ 

 ・地上より永遠に（1953） 

 

■チャールズ・イームズ (1907-1978、アメリカ) 

レイ・イームズ (1912-1988、アメリカ) 

 ・イームズ・ラウンジ・チェア（1956）☆ 

 ・メキシコの祝祭（1957） 

 ・おもちゃの汽車のトッカータ(1957) 

 ・情報機械(1957) 

 ・スミソニアン協会(1965) 

 ・パワーズ・オブ・テン(1977)★☆ 

 

■ロバート・ロッセン （1908-1966、アメリカ） 

 ・ハスラー（1961）★ 

 

■エドワード・ドミトリク （1908-1999、アメリカ） 

 ・十字砲火（1947） 

 

■ジョセフ・ロージー （1909-1984、アメリカ/イギリス） 

 ・不審者（1951）★ 

 ・召使（1964） 

 ・ドン・ジョヴァンニ（1979）☆ 

 

■ジョセフ・L・マンキーウィッツ （1909-1993、アメリカ） 

 ・他人の家（1949）☆ 

 ・三人の妻への手紙（1949）★ 

・復讐鬼（1950） 

 ・イヴの総て（1950）★ 

 

■エリア・カザン （1909-2003、アメリカ） 

・影なき殺人（1947） 

・暗黒の恐怖（1950） 

・欲望という名の電車（1951） 

 ・波止場（1954）★ 

 ・エデンの東（1954） 

  

■ジョン・スタージェス (1910-1992、アメリカ) 

 ・荒野の七人(1960) 

 ・大脱走(1963)★ 

 

■エイブラハム・ポロンスキー （1910-1999、アメリカ） 

 ・悪の力（1948）★☆ 

 

■ニコラス・レイ （1911-1979、アメリカ） 

 ・夜の人々（1948）★ 

 ・孤独な場所で（1950）★ 

 ・危険な場所で（1951） 

 ・理由なき反抗（1955） 

 

■チャールズ・ウォルターズ （1911-1982、アメリカ） 

 ・イースター・パレード（1948） 

 

■ジュールズ・ダッシン (1911-2008、アメリカ) 

 ・裸の町（1948）★☆ 

 

■サミュエル・フラー （1912-1997、アメリカ） 

 ・拾った女（1953） 

 ・裸のキッス（1964）☆ 

 

■クリスチャン・ネイビー （1913-1993、アメリカ） 

 ・遊星よりの物体 X（1951） 

 

■ロバート・ワイズ （1914-2005、アメリカ） 

 ・罠（1949）☆ 

 ・ウェストサイド物語 (1961)★ 

 ・サウンド・オブ・ミュージック(1965)★☆ 

 

■オーソン・ウェルズ （1915-1985、アメリカ） 

 ・市民ケーン（1941）★☆ 

 ・偉大なるアンバーソン家の人々(1942)★ 

 ・謎のストレンジャー（1946） 

 ・上海から来た女(1947)☆ 

 ・マクベス（1948）☆ 

 ・オセロ（1952）★☆ 

 ・黒い罠（1958）☆ 

 

■リチャード・フライシャー （1916-2006、アメリカ） 

・その女を殺せ（1952）☆ 

・ミクロの決死圏（1966）☆ 

・トラ・トラ・トラ！（1970）     

 

■ジョン・ベリー （1917-1999、アメリカ） 

 ・その男を逃すな（1951） 
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■モーリス・エンゲル (1918-2005、アメリカ) 

 ルース・オーキン(1921-1985、アメリカ) 

 ・小さな逃亡者(1953)★ 

 

■ロバート・アルドリッチ （1918-1983、アメリカ） 

 ・ビッグ・リーガー（1953） 

 ・キッスで殺せ！（1955）★☆ 

 ・攻撃（1956）★☆ 

 ・飛べ！フェニックス(1966)★	
 

■ブレイク・エドワーズ （1922-2010、アメリカ） 

 ・ティファニーで朝食を(1961)☆ 

 ・ピンク・パンサー（1963-） 

 

■ドナルド・リチー （1924-2013、アメリカ） 

 ・熱海ブルース（1962） 

 

■シドニー・ルメット (1924-2011、アメリカ) 

 ・十二人の怒れる男（1957）★ 

 ・キング モンゴメリーからメンフィスまでの記録（1970）★ 

 ・狼たちの午後（1975） 

 

■サム・ペキンパー （1925-1985、アメリカ） 

 ・ワイルドバンチ（1969）☆ 

 ・戦争のはらわた（1977）★☆ 

 

■アンディ・ウォーホル （1928-1987、アメリカ） 

 ・スクリーンテスト  

  アンディ・ウォーホルの最も美しい女性たち（1964） 

 ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ（1966）☆ 

 

■ジョン・カサヴェテス （1929-1989、アメリカ） 

 ・フェイシズ（1968）★ 

 ・チャイニーズ・ブッキーを殺した男（1976） 

 ・オープニング・ナイト（1977）★ 

 ・ラブ・ストリームス（1984） 

 ・グロリア（1984）★ 

 

■クリント・イーストウッド （1930-、アメリカ） 

 ・恐怖のメロディ（1971）★ 

 ・チェンジリング（2008）★ 

 ・グラントリノ（2008）★ 

 ・ハドソン川の奇跡（2016） 

 ・15時 17分、パリ行き（2018） 

 

■フレデリック・ワイズマン (1930-、アメリカ) 

 ・福祉(1976) ★ 

 ・クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち(2011) 

 ・ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス（2017）★ 

 

■バーバラ・ローデン （1932-1980、アメリカ） 

 ・WANDA/ワンダ（1970） 

 

■シドニー・ポラック （1934-2008、アメリカ） 

 ・追憶（1973） 

 ・コンドル（1975）☆ 

 

■ウディ・アレン (1935-、アメリカ) 

 ・アニー・ホール(1977) 

 ・マンハッタン(1979)☆ 

 ・ハンナとその姉妹(1986) 

 ・ブロードウェイと銃弾（1994）★ 

 ・ミッドナイト・イン・パリ(2011)★☆ 

 ・ブルージャスミン（2013）★ 

 

■フランシス・フォード・コッポラ (1939-、アメリカ) 

 ・ゴッドファーザー(1972)★ 

 ・地獄の黙示録(1979) 

 

■ブライアン・デ・パルマ （1940-、アメリカ） 

 ・アンタッチャブル（1987）   

 

■テリー・ギリアム （1940-、アメリカ） 

 ・未来世紀ブラジル（1985）★ 

 ・１２モンキーズ（1995） 

 

■テレンス・マリック （1943-、アメリカ） 

 ・天国の日々(1978)★ 

 ・ツリー・オブ・ライフ（2011） 

 ・ボヤージュ・オブ・タイム（2016） 

 

■ジョージ・ルーカス （1944-、アメリカ） 

 ・THX 1138 (1970) 

 ・アメリカン・グラフィティ（1973）★ 

 ・スター・ウォーズ（1977）★☆ 

 ・スター・ウォーズ エピソード 1/ファントム・メナス (1999) 

 ・スター・ウォーズ エピソード 2/クローンの攻撃 (2002) 

 ・スター・ウォーズ エピソード 3/シスの復讐 (2005)★☆ 

 

■ジョージ・ミラー （1945-、アメリカ） 

 ・マッドマックス（1979） 

 ・マッドマックス 怒りのデスロード（2015）★☆ 

 

■デビッド・リンチ （1946-、アメリカ） 

 ・イレイザーヘッド（1977） 

 ・エレファント・マン（1980） 

 ・ブルーベルベット（1986） 

 ・ワイルド・アット・ハート（1990） 

 ・ツイン・ピークス（1992）★  

 ・マルホランド・ドライブ（2001） 

 

■ロブ・ライナー （1947-、アメリカ） 

 ・ミザリー（1990）★ 

 

■スティーブン・スピルバーグ （1947-、アメリカ） 

 ・激突（1972）☆ 

 ・未知との遭遇（1977） 

 ・レイダース／失われたアーク《聖櫃》（1981）  

 ・ＥＴ（1982） 

 ・シンドラーのリスト（1993） 
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 ・ジュラシック・パーク（1993） 

 ・プライベート・ライアン（1998）★ 

 ・ＡＩ（2001） 

 ・マイノリティ・レポート（2002）☆ 

・キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン（2002） 

・ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書（2017）★ 

・レディ・プレイヤー１（2018）★☆ 

 

■ナンシー・マイヤーズ (1949-、アメリカ) 

 ・マイ・インターン（2015） 

 

■ジョー・ジョンストン （1950-、アメリカ） 

 ・キャプテン・アメリカ／ザ・ファースト・アベンジャー（2011） 

 

■ジム・ジャームッシュ （1953-、アメリカ） 

 ・ストレンジャー・ザン・パラダイス(1984)☆ 

 ・ダウン・バイ・ロー(1986) 

 

■ロン・ハワード (1954-、アメリカ) 

 ・コクーン（1985） 

・ダ・ヴィンチ・コード（2006） 

・ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー（2018） 

 

■ビル・コンドン （1955-、アメリカ） 

 ・美女と野獣（2017）★ 

 

■スパイク・リー (1957-、アメリカ) 

 ・ドゥ・ザ・ライト・シング（1989） 

 ・アメリカン・ユートピア（2020）★☆ 

 

■スティーブ・アンティン （1958-、アメリカ） 

 ・バーレスク（2010）★ 

 

■トッド・ヘインズ （1961-、アメリカ） 

 ・アイム・ノット・ゼア（2007） 

 ・キャロル（2015）★ 

 

■トム・フォード （1961-、アメリカ） 

 ・ノクターナル・アニマルズ（2016） 

 

■デヴィッド・フィンチャー (1962-、アメリカ) 

 ・ゴーン・ガール(2014)★ 

 

■クエンティン・タランティーノ （1963-、アメリカ） 

 ・パルプ・フィクション(1994) 

 ・キル・ビル(2003) 

 ・ヘイトフル・エイト（2015）★☆ 

 

■デブラ・グラニック （1963-、アメリカ） 

 ・ウィンターズ・ボーン（2010） 

 

■ローラ・ポイトラス （1964-、アメリカ） 

 ・シチズンフォー スノーデンの暴露（2014） 

 

■ケント・ジョーンズ （1964-、アメリカ） 

 ・ヒッチコック／トリュフォー（2015） 

 

■ジョス・ウェドン （1964-、アメリカ）  

 ・アベンジャーズ（2012）★ 

 

■ウォシャウスキー兄弟 (1965,1967-、アメリカ) 

 ・マトリックス(1999)★☆ 

 ・マトリックス・リローデッド(2003) 

 ・マトリックス・レボリューションズ(2003) 

 

■マイケル・ベイ （1965-、アメリカ） 

 ・アルマゲドン（1998） 

 ・トランスフォーマー（2007） 

 ・トランスフォーマー/リベンジ（2009）☆ 

 

■マット・ティルナー （1960後半-、アメリカ） 

 ・ジェイン・ジェイコブズ：ニューヨーク都市計画革命（2016） 

 

■スコット・デリクソン （1966-、アメリカ） 

 ・ドクター・ストレンジ（2016）☆ 

 

■ジョン・ファヴロー （1966-、アメリカ） 

 ・アイアンマン（2008）★ 

 

■ダーレン・アロノフスキー （1969-、アメリカ） 

 ・ブラック・スワン（2010） 

 

■ウェス・アンダーソン （1969-、アメリカ） 

・フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・ 

サン別冊（2021）☆ 

 

■ルッソ兄弟 （1970-、1971-、アメリカ）  

 ・アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー（2018）★  

 ・アベンジャーズ／エンドゲーム（2019）★ 

 

■ソフィア・コッポラ （1971-、アメリカ） 

 ・ロスト・イン・トランスレーション（2003）★☆ 

 ・ブリングリング（2013） 

 ・オン・ザ・ロック（2020）☆ 

 

■ベン・アフレック (1972-、アメリカ) 

 ・アルゴ(2012) 

 

■エリザ・ヒットマン (1979-、アメリカ) 

 ・17歳の瞳に映る世界（2020） 

 

■ジョン・ワッツ （1981-、アメリカ） 

 ・COP CAR コップ・カー（2015） 

 

■ロバート・エーガス （1983-、アメリカ） 

 ・ウィッチ（2015）☆ 

 

■グレタ・ガーウィグ （1983-、アメリカ） 

・レディ・バード（2017） 

・ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語（2019）★ 
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■マシュー・ハイネマン （1983-、アメリカ） 

 ・カルテル・ランド（2015） 

 ・ラッカは静かに虐殺されている（2017）★ 

 

■ミキ・デザキ （1983-、アメリカ） 

 ・主戦場（2019） 

 

■オリヴィア・ワイルド （1984-、アメリカ） 

 ・ブックスマート 卒業前夜のパーティデビュー（2019）★ 

 

■デイミアン・チャゼル （1985-、アメリカ） 

 ・セッション（2014）★☆ 

 ・ラ・ラ・ランド（2016）★☆ 

 

■アリ・アスター （1986-、アメリカ） 

 ・ミッドサマー（2019）☆ 

 

■トレイ・エドワード・シュルツ （1988-、アメリカ） 

 ・WAVES /ウェイブス（2019）★☆ 

 

■ミッジ・コスティン（生年不詳、アメリカ） 

 ・ようこそ映画音響の世界へ（2019）★ 

 

■ドゥニ・ヴィルヌーヴ (1967-、カナダ) 

 ・ボーダーライン（2015） 

 ・メッセージ（2016）★ 

 ・ブレードランナー2049（2017）★ 

 ・DUNE/デューン 砂の惑星（2021）★☆ 

 

■グザヴィエ・ドラン （1989-、カナダ） 

 ・マミー(2014)★ 

 ・たかが世界の終わり（2016）★ 

 

■アルフォンソ・キュアロン (1961-、メキシコ) 

 ・ゼロ・グラヴィティ（2013）★☆ 

 ・ROMA/ローマ（2018）★☆ 

 

■ギレルモ・デル・トロ (1964-、メキシコ) 

 ・パンズ・ラビリンス（2006）★ 

 ・パシフィック・リム（2013） 

 

■ロバート・ロドリゲス （1968-、メキシコ/アメリカ） 

 ・アリータ：バトル・エンジェル（2018） 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

【アジア/オセアニア/アフリカ/南アメリカの映画監督】 

 

■侯孝賢（ホウ・シャオシエン）（1947-、台湾） 

 ・冬冬の夏休み（1984） 

 ・恋恋風塵（1987）★☆ 

 ・非情城市（1989） 

 ・黒衣の刺客（2015） 

 

■蔡明亮（ツァイ・ミンリャン）（1957-、台湾） 

 ・効遊 ピクニック 

 

■呉宇森（ジョン・ウー）（1946-、中国/香港） 

 ・男たちの挽歌（1086）★ 

 

■張芸謀（チャン・イーモウ）（1951-、中国） 

・紅夢（1991） 

・初恋の来た道（2000）★☆ 

・サンザシの樹の下で（2010） 

 

■陳凱歌 （チェン・カイコー）（1952-、中国） 

 ・さらば、わが愛 覇王別姫（1993）★ 

 

■艾未未（アイ・ウェイウェイ）（1957-、中国） 

 ・ヒューマン・フロー 大地漂流（2017）☆ 

 

■馮小剛（フォン・シャオガン）（1958-、中国） 

 ・芳華-Youth-（2017）★☆ 

 

■王家衛 （ウォン・カーウァイ）（1958-、中国/香港） 

 ・恋する惑星（1994）☆ 

 ・天使の涙（1995） 

 ・花様年華（2000）★☆ 

 

■姜文 （チアン・ウェン）（1963-、中国） 

 ・鬼が来た！（2000）★ 

 

■刁亦男（ディアオ・イーナン）（1968-、中国） 

 ・薄氷の殺人 
 

■賈樟柯 （ジャ・ジャンクー）（1970-、中国） 

 ・一瞬の夢（1997） 

 ・青の稲妻（2002） 

 

■胡波 （フー・ボー）（1988-2017、中国） 

 ・象は静かに座っている（2018）☆ 

 

■毕赣（ビー・ガン）（1989-、中国） 
 ・ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ（2018） 

 

■崔寅奎 （チェ・インギュ）（1911-1950、韓国） 

 ・授業料（1940）★ 

 

■李滄東（イ・チャンドン）（1954-、韓国） 

 ・シークレット・サンシャイン（2007） 

 ・ポエトリー アグネスの詩（2010） 

 

■奉俊昊（ポン・ジュノ） (1969-、韓国) 

 ・シェイキング東京（2008） 

・パラサイト−半地下の家族（2019）☆ 
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■ヨン・サンホ （1978-、韓国） 

・新感染 ファイナル・エクスプレス（2016） 

 

■ラヴ・ディアス （1958-、フィリピン） 

 ・立ち去った女（2016）☆ 

 

■ダン・ニャット・ミン （1938-、ベトナム） 

 ・十月になれば(1984) 

 ・河の女(1987) 

 

■アピチャートポン・ウィーラセータクン （1970-、タイ） 

 ・真昼の不思議な物体（2000） 

 ・ブリスフリー・ユアーズ（2002） 

 ・トロピカル・マラディ（2004） 

 ・世紀の光（2006） 

 ・ブンミおじさんの森（2010） 

 ・光の墓（2015） 

 

■サタジット・レイ （1921-1992、インド） 

 ・大地のうた（1955） 

 ・ビッグ・シティ（1963） 

 ・チャルラータ（1964）★ 

 

■マニラトナム （1956-、インド） 

 ・ロージャー(1992) 

 ・ボンベイ(1995)☆ 

 

■スジョイ・ゴーシュ （1966-、インド） 

 ・女神は二度微笑む(2012)★ 

 

■コドゥリ・スリサイラ・スリ・ラージャマウリ （1973-、インド） 

 ・バーフバリ 伝説誕生（2015） 

 ・バーフバリ 王の凱旋（2017）☆ 

 

■ピーター・ウィアー （1944-、オーストラリア） 

 ・刑事ジョンブック－目撃者（1985）★☆ 

 ・トゥルーマン・ショー（1998） 

 

■ジェームズ・ワン（1977-、オーストラリア） 

 ・マリグナント 狂暴な悪夢(2021)☆ 

 

■ピーター・ジャクソン （1961-、ニュージーランド） 

・ロード・オブ・ザ・リング（2001） 

・彼らは生きていた（2018）☆ 

 

■アンドリュー・ニコル (1964-、ニュージーランド) 

 ・ガタカ（1997）★☆ 

 

■アッバス・キアロスタミ （1940-、イラン） 

 ・クローズアップ(1990) 

 ・そして人生はつづく（1992） 

 ・オリーブの林をぬけて(1994) 

 

■ジャファル・パナヒ (1960-、イラン) 

 ・人生タクシー（2015）★☆ 

 

■アスガル・ファルハーディ （1972-、イラン） 

 ・火祭り(2006) 

 ・セールスマン（2016） 

 

■スレイマン・シセ (1940-、マリ) 

 ・ひかり（1987） 

 

■アブデラマン・シサコ （1961-、モーリタニア） 

 ・禁じられた歌声(2014)★ 

 

■アブデラティフ・ケシシュ （1960-、チュニジア） 

 ・アデル、ブルーは熱い色(2013)★ 

 

■フェルナンド・メイレレス （1955-、ブラジル） 

 ・シティ・オブ・ゴッド（2002）★ 

 

■ダミアン・ジフロン （1975-、アルゼンチン） 

 ・人生スイッチ（2014） 

 

■マティアス・ピニェイロ （1982-、アルゼンチン） 

 ・みんな嘘つき(2009) 

 ・ロサリンダ(2010) 

 

■アレハンドロ・ホドロフスキー （1929-、チリ） 

 ・エル・トポ（1971）★ 

 ・エンドレス・ポエトリー（2016） 

 

■シーロ・ゲーラ (1981、コロンビア) 

 ・彷徨える河（2015）★ 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

【日本の映画監督】 

 

■柴田常吉 （1850-1929） 

 ・紅葉狩（1899）★ 

 

■土屋常二	 （？）	
・鳰(にお)の浮巣（1900）☆ 

 

■牧野省三 (1878-1929) 

 ・忠臣蔵（1910-1917、2018）★ 

 ・豪傑児雷也（1921） 

 ・雄呂地（1925、製作総指揮） 

 ・忠魂義烈 実録忠臣蔵（1928） 

 

■築山光吉 （1885-1962） 

・舊劇(きゅうげき)渋川伴五郎 霧島山蜘蛛退治の場（1922）☆ 

 

■池田富保 （1892-1968） 
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 ・荒木又右衛門（1925） 

 

■山根幹人 （1893-1947） 

 ・収穫（1921） 

 

■衣笠貞之助 (1896-1982) 

 ・狂った一頁（1926）★☆ 

 ・十字路（1928） 

 ・雪之丞変化（1935） 

 ・地獄門（1953） 

 

■島津保次郎 (1897-1945) 

 ・麗人（1930）★ 

 ・隣りの八重ちゃん（1934） 

 ・兄とその妹（1939） 

 

■内田吐夢 （1898-1970） 

・警察官（1933）★☆ 

・たそがれ酒場（1955）☆ 

・浪花の恋の物語（1959）★ 

・恋や恋なすな恋(1962) 

・飢餓海峡（1965）★ 

 

■溝口建二 (1898-1956) 

 ・瀧の白糸(1933) 

 ・マリヤのお雪(1935) 

 ・浪華悲歌(1936) 

 ・祇園の姉妹（1936） 

 ・元禄忠臣蔵 前篇／後篇（1941,1942）★☆ 

 ・夜の女たち（1948） 

 ・雪夫人絵図（1950）★☆ 

 ・武蔵野夫人（1951） 

 ・西鶴一代女（1952）★  

 ・雨月物語（1953）★ 

 ・噂の女（1954）★☆ 

 ・山椒大夫（1954） 

 ・近松物語（1954）★ 

 

■伊藤大輔 （1898-1981） 

 ・忠治旅日記（1927） 

 ・一殺多生剣（1929）★ 

 ・王将（1948） 

 

■伊丹万作 （1900-1946） 

 ・赤西蠣太(1936) 

 ・新しき土(1937) 

 

■鈴木重吉 （1900-1976） 

 ・何が彼女をさうさせたか（1930） 

 

■志波西果 （1900-1937） 

 ・尊王（1926） 

 

■村山知義 （1901-1977） 

 ・戀愛の責任（1936）☆ 

 

■島耕二 （1901-1986） 

 ・グッドバイ(1949) 

 

■石田民三 （1901-1972） 

・夜の鳩（1937）☆ 

・花ちりぬ（1938）☆ 

・むかしの歌（1939）★☆ 

・花つみ日記（1939） 

・化粧雪（1940）★☆ 

・あさぎり軍歌（1943）★☆ 

 

■五所平之助 (1902-1981) 

 ・マダムと女房（1931） 

 ・伊豆の踊り子（1935） 

 ・新道(1936) 

 ・煙突の見える場所（1953）★ 

 ・挽歌(1957) 

 

■山本嘉次郎 （1902－1974） 

 ・綴方教室(1938)☆ 

 ・孫悟空(1940)★ 

 ・馬（1941） 

 ・ハワイ・マレー沖海戦(1942)☆ 

 ・春の戯れ（1949）☆ 

 ・暗黒街（1956） 

 

■田坂具隆 （1902-1974） 

 ・冷飯とおさんとちゃん（1965）★ 

 

■滝沢英輔 （1902-1965） 

 ・あじさいの歌（1960）★ 

 

■悪麗之助 （1902-1931） 

 ・荒木又右衛門（荒木伊賀越三十六番斬り）（1930） 

 

■藪下泰司 （1903-1986） 

 ・白蛇伝（1958）☆ 

 

■清水宏 (1903-1966) 

 ・不壊の白珠(1929) 

 ・七つの海（前後篇）（1931） 

 ・港の日本娘（1933） 

 ・有りがたうさん(1936)★ 

 ・風の中の子供（1937） 

 ・按摩と女（1938） 

 ・簪（1941）★ 

 ・蜂の巣の子供たち(1948) 

 ・大佛さまと子供たち(1952) 

 

■木村恵吾 （1903-1986） 

 ・ある関係（1962） 

 

■小津安二郎 (1903-1963) 

 ・学生ロマンス 若き日（1929） 
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 ・和製喧嘩友達(1929) 

 ・大学は出たけれど (1929) 

 ・その夜の妻（1930） 

 ・大人の見る絵本 生れてはみたけれど（1932）★ 

 ・東京の女（1933） 

 ・非常線の女(1933)☆  

 ・東京の宿（1935） 

 ・淑女は何を忘れたか（1937）★ 

 ・戸田家の兄妹 (1941) 

 ・父ありき（1942）★☆ 

 ・風の中の牝雞（1948）☆ 

 ・晩春（1949）★ 

 ・宗方姉妹（1950） 

 ・麦秋（1951）★ 

 ・お茶漬の味(1952) 

 ・東京物語（1953）★ 

 ・早春 (1956) 

 ・東京暮色 (1957) 

 ・彼（1958） 

 ・お早よう (1959) 

 ・秋日和(1960) 

 ・小早川家の秋 (1961)☆ 

・秋刀魚の味（1962）★ 

 

■熊谷久虎 （1904-1986） 

 ・指導物語（1941）☆ 

 ・美しき母(1955) 

 

■斎藤寅次郎 (1905-1982) 

 ・東京五人男(1945)★ 

 

■中川信夫 （1905-1984） 

 ・毒婦高橋お伝（1958）☆ 

 ・東海道四谷怪談（1959）★☆ 

 

■成瀬巳喜男 (1905-1969) 

 ・限りなき舗道(1934) 

 ・乙女ごころ三人姉妹（1935） 

 ・妻よ薔薇のやうに（1935）★ 

 ・噂の娘（1935）☆ 

 ・鶴八鶴二郎（1938）★ 

 ・まごころ（1939）★ 

 ・秀子の車掌さん（1941） 

・歌行燈（1943）☆ 

 ・銀座化粧（1951）★☆ 

 ・めし（1951） 

 ・稲妻（1952） 

 ・夫婦（1953） 

 ・妻（1953） 

 ・山の音（1954） 

 ・浮雲（1955）★☆ 

 ・流れる（1956）★ 

 ・あらくれ（1957） 

 ・杏っ子（1958） 

 ・秋立ちぬ（1960） 

 ・妻として、女として（1961） 

 ・放浪記（1962）★ 

 ・乱れる(1964)★ 

 ・女の中にいる他人（1966） 

 ・乱れ雲（1967）★ 

 

■稲垣浩 （1905-1980） 

 ・無法松の一生（1943）★☆ 

 ・無法松の一生（1958）★ 

 

■豊田四郎 （1906-1977） 

・雁（1953）☆ 

・夫婦善哉（1955）★ 

 ・甘い汗（1964）★☆ 

 ・濹東綺譚（1970）★ 

 

■田中重雄 （1907-1992） 

 ・赤線の灯は消えず（1958） 

 

■渋谷実 (1907-1980) 

 ・現代人（1952） 

 ・悪女の季節（1958） 

 

■マキノ雅弘 （1908-1993） 

 ・血煙高田の馬場(1937) 

 ・鴛鴦歌合戦(1939)★ 

 ・昨日消えた男（1941） 

 ・人形佐七捕物帖  めくら狼(1955) 

 ・浪人街（1957） 

 ・昭和残侠伝 死んで貰います（1970） 

 

■関川秀雄 （1908-1977） 

・かも（1965）★ 

・超高層のあけぼの（1969） 

 

■佐分利信 （1909-1982） 

 ・愛情の決算（1956）★ 

 

■森永健次郎 （1909-1994） 

 ・若草物語（1964）★ 

 

■山中貞雄 (1909-1938) 

 ・丹下左膳余話 百万両の壺（1935）★ 

 ・河内山宗俊（1936）★   

 ・人情紙風船（1937） 

 

■黒澤明 (1910-1998) 

 ・羅生門（1950）★☆ 

 ・白痴（1951） 

 ・生きる（1952） 

 ・七人の侍（1954）★☆ 

 ・隠し砦の三悪人（1958）☆ 

 ・用心棒（1961） 

 ・椿三十郎（1962）★ 

 ・赤ひげ（1965）★ 



16 

 

 

■千葉泰樹 (1910-1985） 

 ・花咲く家族（1947）★ 

 ・美しき豹（1948） 

 ・東京の恋人(1952) 

 ・鬼火(1956) 

 ・下町（1957）★☆ 

 ・がめつい奴（1960）★ 

 ・裸の重役(1964)★ 

 ・沈丁花（1966） 

 

■山本薩夫 (1910-1985) 

 ・にっぽん泥棒物語(1965)★ 

 ・白い巨塔(1966)★ 

 ・牡丹灯籠(1968) 

 ・華麗なる一族(1974)★ 

 

■伏水修 （1910-1942） 

 ・白薔薇は咲けど（1937）★	
 

■本多猪四郎 （1911-1993） 

 ・ゴジラ（1954）★ 

 ・ガス人間第一号（1960） 

 

■吉村公三郎 (1911-2000) 

 ・暖流(1939)★ 

 ・安城家の舞踏会(1947) 

 ・誘惑（1948） 

 ・わが生涯のかゞやける日（1948）★ 

 ・夜の河(1956) 

 ・夜の蝶(1957) 

 ・女経：恋を忘れていた女(1960)★ 

 ・婚期(1961) 

 ・越前竹人形(1963)★☆ 

 

■今井正 (1912-1991) 

 ・怒りの海（1944） 

 ・青い山脈（1949） 

 ・また逢う日まで（1950） 

 

■谷口千吉 (1912-2007) 

 ・銀嶺の果て（1947） 

 ・カモとねぎ（1968）★ 

 

■新藤兼人 （1912-2012） 

 ・裸の島（1960）★☆ 

 ・ある映画監督の生涯 溝口健二の記録（1975） 

 

■武智鉄二 （1912-1988） 

・幻日（1966） 

 

■木下恵介 (1912-1998) 

 ・お嬢さん乾杯(1949) 

 ・破れ太鼓（1949）★ 

 ・カルメン故郷に帰る（1951）☆ 

 ・カルメン純情す（1952） 

 ・日本の悲劇（1953）★ 

 ・女の園（1954） 

 ・二十四の瞳（1954）★ 

 ・野菊の如き君なりき（1955） 

 ・この天の紅（1958）☆ 

 ・今日もまたかくてありなん（1959） 

 ・春の夢（1960） 

 

■野口博志 (1913-1967) 

 ・肉体の反抗（1957） 

 

■中村登 （1913-1981） 

 ・我が家は楽し(1951) 

 ・集金旅行（1957） 

 ・河口(1961)★ 

 ・古都(1963)★☆ 

 ・夜の片鱗(1964)★ 

 ・紀ノ川(1966) 

 ・わが闘争(1968) 

 

■佐伯清 （1914-2002） 

 ・北の三人（1945） 

 

■筧正典 （1915-1993） 

 ・女房族は訴える（1956） 

 

■市川崑 (1915-2008) 

 ・盗まれた恋（1951） 

 ・ブンガワンソロ（1951） 

 ・愛人（1953） 

・青春怪談（1955） 

 ・穴（1957） 

 ・炎上(1958) 

 ・ぼんち(1960)★☆ 

 ・黒い十人の女(1961)★ 

 ・東京オリンピック(1965)★ 

 ・京（1968） 

 ・犬神家の一族（1976）★ 

 

■加藤泰 （1916-1985） 

 ・瞼の母（1962） 

・風の武士（1964） 

・車夫遊侠伝 喧嘩辰（1964）☆ 

 ・明治侠客伝 三代目襲名（1965）★ 

 ・骨までしゃぶる(1966) 

 ・沓掛時次郎 遊侠一匹（1966） 

 ・みな殺しの霊歌（1968） 

 ・緋牡丹博徒 花札勝負（1969）★☆ 

 ・日本俠花伝（1973） 

 ・ざ・鬼太鼓座（1981） 

 

■小林正樹 （1916-1996） 

 ・からみ合い（1962）★☆ 

 ・切腹（1962）★☆ 
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■鈴木英夫（1916-2002） 

 ・魔子恐るべし（1954） 

 ・彼奴を逃すな(1956) 

 ・脱獄囚（1957） 

 ・非情都市(1960) 

 ・黒い画集 寒流（1961） 

 ・その場所に女ありて(1962)★ 

 ・悪の階段(1965)★☆ 

 

■日高繁明（1916-？） 

 ・姿なき目撃者(1955)★ 

 

■堀川弘通 （1916-2012） 

 ・黒い画集 あるサラリーマンの証言（1960） 

 

■川島雄三 （1918-1963） 

 ・銀座二十四帖（1955） 

 ・洲崎パラダイス赤信号(1956)★ 

 ・幕末太陽傳（1957）★ 

 ・女であること（1958）★ 

 ・暖簾(1958) 

 ・貸間あり（1959） 

 ・赤坂の姉妹  夜の肌（1960） 

 ・花影(1961) 

 ・雁の寺(1962)★ 

 ・青べか物語（1962） 

 ・しとやかな獣（1962）★☆ 

 ・イチかバチか（1963） 

 ・喜劇とんかつ一代（1963） 

 

■橋本忍 （1918-2018） 

 ・南の風と波（1961）★ 

 

■西河克己 （1918-2010） 

 ・春の夜の出来事(1955) 

・風のある道（1959） 

・帰郷（1964） 

・白鳥（1966） 

 

■野村芳太郎 （1919-2005） 

 ・花嫁おのろけ（1958） 

 ・張込み（1958）★ 

・モダン道中 その恋待ったなし（1958） 

・ゼロの焦点（1961） 

・東京湾（1962） 

・拝啓天皇陛下様（1963） 

 ・影の車（1970）★ 

 ・砂の器（1974）★ 

 ・疑惑（1982）★ 

 

■松林宗恵 （1920-2008） 

 ・人間魚雷回天（1955） 

 ・世界大戦争（1961） 

 

■田中徳三 (1920-2007) 

 ・鯉名の銀平(1961) 

 ・悪名（1961） 

 ・手討(1963) 

 ・ひき裂かれた盛装（1967）★☆ 

 

■三隅研次 (1921-1975) 

 ・千羽鶴秘帖(1959) 

 ・四谷怪談（1959） 

 ・かげろう笠（1959） 

 ・座頭市物語（1962）★ 

・青葉城の鬼（1962） 

 ・斬る（1962）☆ 

 ・剣鬼（1965） 

 ・なみだ川（1967）★ 

 ・子連れ狼 死に風に向う乳母車（1972）★ 

 

■番匠義彰 （1922-1992） 

 ・三羽烏三代記（1959） 

 

■村山新治  （1922-2021） 

 ・孤独の賭け（1965） 

 

■井田深 （1922-2012） 

・天使が俺を追い駈ける（1963） 

 

■古澤憲吾 (1923-1997) 

 ・ニッポン無責任時代(1962) 

 

■鈴木清順 （1923-2017） 

 ・十三号待避線より  その護送車を狙え（1960） 

 ・密航０ライン（1960） 

 ・すべてが狂ってる（1960） 

 ・悪太郎（1963） 

 ・野獣の青春（1963） 

 ・探偵事務所 23  くたばれ悪党ども(1963) 

 ・肉体の門（1964） 

 ・春婦傳（1965）★ 

 ・東京流れ者（1966） 

 ・殺しの烙印（1967）★ 

 ・ツィゴイネルワイゼン（1980）★ 

 ・陽炎座（1981） 

 

■井上梅次 (1923-2010) 

 ・死の十字路（1956）★ 

 

■岡本喜八 （1924-2005） 

 ・結婚のすべて（1958）★ 

 ・独立愚連隊(1960) 

 ・江分利満氏の優雅な生活(1964) 

 ・ああ爆弾(1964) 

 ・大菩薩峠（1966）★☆ 

 ・日本の一番長い日（1967）★☆ 

 ・肉弾(1968) 
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■増村保造 (1924-1986) 

 ・青空娘(1957) 

 ・巨人と玩具(1958) 

 ・不敵な男（1958）★ 

 ・美貌に罪あり（1959）★ 

 ・足にさわった女（1960） 

 ・妻は告白する(1961)★ 

 ・現代インチキ物語  騙し屋（1964） 

 ・黒の超特急(1964) 

 ・清作の妻(1965)★ 

 ・赤い天使（1966）★☆ 

 ・華岡青洲の妻(1967) 

 ・盲獣(1969) 

 ・女体（1969）★ 

 ・音楽(1972) 

 ・大地の子守歌（1976）★ 

 

■石井輝男 （1924-2005） 

 ・黒線地帯（1960）★ 

 ・黄線地帯（1960）☆ 

 ・江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間（1969）★ 

 

■井上和男 （1924-2011） 

 ・熱愛者（1961） 

 

■齋藤武市 (1925-2011) 

 ・知と愛の出発（1958） 

 ・かわいい女（1959）★ 

 ・愛と死をみつめて（1964） 

 

■成澤昌茂 （1925-） 

・裸体（1962）  

・四畳半物語 娼婦しの（1966）☆ 

・花札渡世（1967）★☆ 

 

■瀬川昌治 （1925-2016） 

 ・馬喰一代（1963） 

 

■鷹森立一 （1925-2011） 

 ・従軍慰安婦（1974） 

 

■成島東一郎 （1925-1993） 

 ・遠い日の母は美しく（1973）☆ 

 

■中平康 (1926-1978) 

 ・狙われた男(1956)☆ 

 ・狂った果実(1956) 

 ・街燈（1957）★☆ 

 ・殺したのは誰だ（1957）★☆	
 ・誘惑(1957)   

・四季の愛欲（1958）★☆ 

・才女気質（1959）★ 

・その壁を砕け（1959）★ 

・密会（1959）★ 

 ・あいつと私（1961）★ 

 ・危いことなら銭になる（1962）☆  

・現代っ子（1963）☆ 

 ・月曜日のユカ（1964）  

・おんなの渦と淵と流れ（1964）★ 

 

■沢島忠 (1926-2018） 

 ・人生劇場 飛車角（1963）★ 

 

■今村昌平 (1926-2006) 

 ・豚と軍艦（1961）★ 

 ・にっぽん昆虫記（1963） 

 ・赤い殺意（1964）★ 

 ・人間蒸発（1967）★ 

 ・復讐するは我にあり（1979）★ 

 ・うなぎ（1997） 

 

■勅使河原宏 (1927-2001) 

 ・砂の女(1964)★☆ 

 ・白い朝（1965） 

 ・他人の顔(1966)☆ 

 

■神代辰巳（1927-1995） 

 ・アフリカの光（1975） 

 

■蔵原惟繕 （1927-2002） 

 ・われらの時代（1959） 

 ・憎いあンちくしょう（1962）☆ 

 ・硝子のジョニー・野獣のように見えて(1962) 

 ・愛と死の記録（1966） 

 

■渡辺祐介 （1927-1985） 

 ・二匹の牝犬（1964） 

 ・悪女（1964）★ 

 

■舛田利雄 (1927-) 

 ・完全な遊戯（1958） 

・狼の王子（1963） 

 

■森崎東 （1927-） 

 ・喜劇 女は度胸（1969）★ 

 

■湯浅浪男 （1927-） 

 ・血と掟（1965） 

 

■羽仁進 （1928-） 

 ・充たされた生活（1962）☆ 

 ・初恋・地獄篇（1968） 

 ・愛奴（1969） 

 

■松尾昭典 (1928-2010) 

 ・ゆがんだ月（1959）★☆ 

 ・私、違っているかしら（1966） 

 

■佐藤肇 (1929-1995) 

 ・散歩する霊柩車（1964） 
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 ・吸血鬼ゴケミドロ（1968） 

 

■高橋治 (1929-2015) 

 ・死者との結婚（1960）★ 

 

■山下耕作 （1930-1998） 

 ・博奕打ち 総長賭博（1968）★☆ 

 

■西村昭五郎 （1930-2017） 

・競輪上人行状記（1963）★ 

・青春の海（1966） 

・花を喰う蟲（1967）★ 

・東京市街戦（1967） 

 

■深作欣二 (1930-2003) 

 ・黒蜥蜴(1968) 

 ・仁義なき戦い（1973） 

 ・県警対組織暴力（1975）★☆ 

 ・暴走パニック 大激突(1976)☆ 

 ・バトルロワイアル（2000） 

 

■須川栄三（1930-1998） 

 ・野獣死すべし（1959） 

 ・君も出世ができる（1964）★ 

 ・けものみち（1965）★☆ 

 

■篠田正浩 (1931-) 

 ・乾いた花(1964)★ 

 ・心中天網島(1969) 

 ・瀬戸内少年野球団(1984) 

 

■山田洋次 （1931-） 

 ・下町の太陽（1963） 

 ・霧の旗（1965）★☆ 

 ・男はつらいよ（シリーズ）（1969-1995） 

 ・遙かなる山の呼び声（1980）★ 

 

■前田満洲夫（1930?-2018） 

・殺人者（ころし）を追え（1962）☆ 

 ・人間に賭けるな（1963）★ 

 

■森谷司郎 (1931-1984) 

 ・赤頭巾ちゃん気をつけて（1970） 

 

■藤田敏八 （1932-1997） 

 ・非行少年 陽の出の叫び(1967)☆ 

 ・非行少年 若者の砦（1970） 

 ・新宿アウトロー ぶっ飛ばせ（1970）★ 

 ・八月の濡れた砂（1971） 

 ・リボルバー （1988）★ 

 

■西村潔 （1932-1993） 

 ・豹は走った(1970) 

 

■松本俊夫 (1932-2017) 

 ・銀輪（1956）★☆ 

 ・西陣（1961）☆ 

 ・石の歌（1963） 

 ・母たち（1967） 

 ・薔薇の葬列(1969)★ 

 ・White Hole(1979) 

 ・氣 BREATHING（1980） 

 ・ドグラ・マグラ(1988) 

 

■大島渚 (1932-2013) 

 ・青春残酷物語（1960） 

 ・太陽の墓場（1960）★ 

 ・日本の夜と霧（1960）★ 

 ・絞死刑（1968） 

 ・愛のコリーダ（1976） 

 ・戦場のメリークリスマス（1983） 

 ・キョート・マイ・マザーズ・プレイス（1991） 

 

■青島幸男 （1932-2006） 

 ・鐘（1966） 

 

■佐藤純彌 （1932-2019） 

 ・実録・私設銀座警察（1973）★ 

 ・新幹線大爆破（1975） 

 

■小澤啓一 （1933-） 

 ・大幹部 無頼（1968） 

 

■吉田喜重 （1933-） 

 ・ろくでなし（1960）★ 

 ・血は渇いている（1960）☆ 

 ・甘い夜の果て（1961）☆ 

 ・秋津温泉(1962)★ 

 ・鏡の女たち（2002） 

 

■伊丹十三 (1933-1997) 

 ・お葬式（1984） 

 ・タンポポ（1985） 

 ・マルサの女（1987）★ 

 

■久世光彦（1934-2006） 

・自由な女神たち（1987） 

 

■降旗康男 （1934-2019） 

・あ・うん（1989）☆ 

・鉄道員（ぽっぽや）(1999) 

 

■和田嘉訓 （1935-2012） 

・銭ゲバ（1970） 

 

■高畑勲 （1935-2018） 

 ・アルプスの少女ハイジ（1974） 

 ・火垂るの墓（1988） 

 ・おもひでぽろぽろ（1991） 
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■寺山修司 （1935-1983） 

 ・書を捨て町へ出よう（1971）★ 

 

■若松孝二 (1936-2012） 

 ・ゆけゆけ二度目の処女（1969） 

 ・実録・連合赤軍 あさま山荘への道程（2008）★ 

 

■村川透 （1937-） 

 ・薔薇の標的（1980）★☆ 

 

■小沼勝 (1937-) 

 ・NAGISA（2000）★ 

 

■大林宣彦 （1938-2020） 

 ・ハウス（1977） 

 ・転校生（1982）★ 

 ・可愛い悪魔（1982） 

 

■澤井信一郎 （1938-2021） 

 ・時雨の記（1998） 

 

■宮崎駿 （1941-） 

 ・ルパン三世カリオストロの城（1979）★ 

 ・風の谷のナウシカ（1984）★☆ 

 ・天空の城ラピュタ（1986）★ 

 ・となりのトトロ（1988） 

 ・もののけ姫（1997） 

 ・千と千尋の神隠し（2001）★ 

 ・ハウルの動く城（2004） 

 

■藤沢勇夫 （1942-） 

 ・バイバイ・ラブ（1974） 

 

■原一男 （1945-） 

 ・ゆきゆきて、神軍（1987） 

 

■柳町光男 （1945-） 

 ・十九歳の地図（1979） 

 ・さらば愛しき大地（1982）★☆ 

 

■長谷川和彦 (1946-) 

 ・青春の殺人者（1976）★ 

・太陽を盗んだ男（1979）★☆ 

 

■北野武 (1947- ) 

 ・その男、凶暴につき（1989） 

 ・３－４×１０月（1990） 

 ・ソナチネ（1993） 

 ・HANA-BI（1997） 

 ・座頭市（2003） 

 

■押井守 (1947- ) 

 ・機動警察 パトレイバー（1989） 

 ・攻殻機動隊（1995）★ 

 ・イノセンス（2003） 

 

■相米慎二 （1948-2001） 

 ・セーラー服と機関銃（1981） 

 ・台風クラブ(1985) 

 ・ラブホテル(1985) 

 ・東京上空いらっしゃいませ（1990）☆ 

 ・お引越(1993)★ 

 

■池田敏春 （1951-2010） 

 ・人魚伝説（1984）★ 

 

■井筒和幸 （1952-） 

 ・パッチギ！（2005）★ 

 

■大友克洋 (1954- ) 

 ・AKIRA（1988）★ 

 ・STEAMBOY（2004） 

 

■黒沢清 （1955-） 

 ・CURE（1997）★ 

 ・蛇の道(1998)★ 

 ・蜘蛛の瞳(1998) 

 ・回路（銀残し版も）(2000)☆ 

 ・アカルイミライ（2002） 

 ・トウキョウソナタ(2008)★ 

 ・岸辺の旅（2015）★☆ 

 ・ダゲレオタイプの女（2016）★ 

 

■中島哲也 （1959-） 

 ・下妻物語（2004） 

 

■塚本晋也 (1960- ) 

 ・鉄男（1988）☆ 

 

■庵野秀明 (1960- ) 

 ・新世紀エヴァンゲリオン（1995）★☆ 

・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序（2007）★   

・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破（2009）★☆  

・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q（2012）☆ 

・シン・ゴジラ（2016）★☆ 

・シン・エヴァンゲリオン劇場版（2021）★☆ 

 

■片渕素直 （1960-） 

 ・この世界の片隅で（2017）★ 

 

■塩田明彦 （1961-） 

 ・さよならくちびる（2018） 

 

■園子温 （1961-） 

 ・冷たい熱帯魚（2011）★ 

 ・恋の罪（2011） 

 ・ヒミズ（2012） 

 

■西谷弘 （1962-） 

 ・容疑者 Xの献身（2008）★ 
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■山賀博之 （1962-） 

 ・王立宇宙軍―オネアミスの翼(1987) 

 

■是枝裕和 （1962-）  

 ・ワンダフルライフ（1999） 

 ・誰も知らない（2004） 

 ・歩いても 歩いても（2008）★  

 ・奇跡（2011）★ 

 ・そして父になる（2011）★ 

 ・海街 diary（2015）★☆ 

 ・万引き家族（2018）★ 

 

■橋口亮輔 （1962-） 

 ・ハッシュ！（2001） 

 ・恋人たち（2015）★ 

 

■ホンマタカシ （1962-） 

 ・建築と時間と妹島和世（2020） 

 

■岩井俊二 (1963- ) 

 ・ラブレター（1995） 

 ・スワロウテイル（1996）★ 

 ・リリイ・シュシュのすべて（2001） 

 ・リップヴァンウィンクルの花嫁（2016）★ 

 

■今敏 （1963-2010） 

 ・千年女優（2002） 

 ・東京ゴッドファーザーズ（2003） 

 

■山崎貴 （1964-） 

 ・ALWAYS三丁目の夕日（2005） 

 ・アルキメデスの大戦（2019）★ 

 

■青山真治 （1964－2022） 

 ・EUREKA（2000）★☆ 

 ・サッドヴァケイション（2007） 

 

■星野哲也 （1965-） 

・ジャズ喫茶ベイシー Swiftyの譚詩（Ballad）（2019） 

 

■三宅喜重 (1966-) 

・阪急電車 片道 15分の奇跡(2011)★ 

 

■矢口史靖 （1967-） 

 ・ウォーターボーイズ（2001） 

 ・スウィングガールズ（2004） 

 

■細田守 （1967-） 

 ・時をかける少女（2006） 

 ・サマーウォーズ（2009） 

 

■行定勲 (1968- ) 

 ・GO（2001）★  

 

■大九明子 (1968-) 

 ・勝手にふるえてろ（2017）★ 

 

■大根仁 （1968-） 

 ・モテキ（2011） 

 ・バクマン。（2015）★☆ 

 

■井上剛 （1968-） 

 ・その街のこども（2010）★ 

 

■河合勇人 （1969-） 

 ・映画 鈴木先生（2013） 

 

■河瀬直美 （1969-） 

 ・萌の朱雀（1997）★ 

 ・沙羅双樹（2003） 

 ・殯の森（2007） 

 ・光（2017）★☆ 

 

■豊島圭介 （1971-） 

 ・三島由紀夫VS東大全共闘 50年目の真実（2020）★ 

 

■新海誠 （1973-） 

 ・秒速５センチメートル（2007）☆ 

 ・言の葉の庭（2013）☆ 

 ・君の名は。（2016）★☆ 

 ・天気の子（2019）★☆ 

  

■西川美和 （1974-）  

 ・蛇イチゴ（2002）  

 ・ゆれる（2006）★ 

 ・ディア・ドクター（2009）  

 ・永い言い訳（2016）★☆  

 ・すばらしき世界（2021）★ 

 

■舩橋淳 （1974-） 

 ・フタバから遠く離れて(2012) 

 ・桜並木の満開の下に(2012) 

 

■内田けんじ (1975-) 

 ・運命じゃない人（2005）★ 

 ・アフタースクール（2008） 

 ・鍵泥棒のメソッド（2012）★ 

 

■濱口竜介 （1978-） 

 ・PASSION（2008）★ 

 ・ドライブ・マイ・カー（2021）★☆ 

 

■田中亮 （1979-） 

 ・コンフィデンスマン JP-ロマンス編-（2019） 

 

■小泉徳宏 （1980-） 

 ・ちはやふる -上の句-（2016） 

 ・ちはやふる -下の句-（2016) 
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■今泉力哉（1981-） 

 ・愛がなんだ（2018） 

 ・街の上で（2021）★ 

 

■遠藤麻衣子（1981-） 

 ・TOKYO TELEPATH 2020（2020） 

 

■岨手由貴子 （1983-） 

 ・あのこは貴族（2021）★☆ 

 

■石井裕也 （1983-） 

 ・舟を編む（2013） 

・映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ（2017） 

 

■上田慎一郎 (1984-) 

 ・カメラを止めるな！（2017）☆ 

 

■山田尚子 （1984-） 

・映画けいおん！（2011） 

・たまこラブストーリー（2014）☆ 

 ・映画 聲の形（2016）★☆ 

 

■藤井道人 （1986-） 

 ・新聞記者（2019） 

 

■安楽涼 （1991-） 

・追い風 （2019）★ 

 

■井樫彩 （1996-） 

 ・真っ赤な星（2018） 


