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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 
展覧会ポスター 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課 谷口・髙瀬・大川原 

〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490 
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Summary ――――― 
 

富山県出身の映画監督・本
もと

木
き

克
かつ

英
ひで

。 

松竹に助監督として入社。森
もり

崎
さき

東
あずま

、勅使河原
て し が わ ら

宏
ひろし

、木下
きのした

惠
けい

介
すけ

に師事し、平成 10 年（1998）

に「てなもんや商社」で監督デビューを果たします。以降、「釣りバカ日誌」シリーズ、 

「超高速！参勤交代」「空飛ぶタイヤ」など話題のエンタテインメント作品をつぎつぎに 

撮る一方で、テレビドラマや舞台の演出の場でも活躍しています。最近では、ラブストー

リーやミュージカル、時代劇といったさまざまなジャンルの映画のメガホンをとる、いま

最も期待を集める映画監督の一人です。 

令和３年（2021）１月には、約 100 年前に富山でおこった「米騒動」の史実にもとづき、

家族を守るために活躍した女性たちにスポットをあてて描いた映画「大コメ騒動」を公開

しました。登場人物の人となりや、その背景にある時代・社会を描いて、リアリティや 

社会的なメッセージを大切にする監督の作品では、人と人とのふれあいや人間の温かさ、

面白さが笑いになって表現されています。 

本展では、本木克英監督のエンタテインメント映画の世界を、代表作を通じて紹介しま

す。また、人情喜劇を数多く手がけてきた監督の映画づくりにインタビューをまじえて 

せまります。 
 

Profile ―――――― 
 

本木 克英  もとき・かつひで 

映画監督 1963 年 12 月６日生まれ 富山県富山市出身 
 

富山県立富山中部高等学校卒業後、早稲田大学政治経済学部経済学科に進む。1987 年 

助監督として松竹入社。森崎東、勅使河原宏、木下惠介などの巨匠に師事し、文化庁芸術

家在外研修員として米国留学、プロデューサーを経て、1998 年「てなもんや商社」で 

映画監督デビュー。2002 年には、富山県内広域での映画撮影を実現した「釣りバカ日誌

13 ハマちゃん危機一髪！」を公開。全国興収の２割を富山県内で占める、シリーズ 

最大のヒットを記録した。以後、撮影所システム最後の世代として多数の娯楽映画やテレ

ビドラマを最前線で監督する。2017 年よりフリーとなり、「空飛ぶタイヤ」「映画 少年

たち」「居眠り磐音」など多ジャンルの公開作品がつづいている。2021 年１月には、 

約 100 年前に富山でおこった「米騒動」の史実にもとづき、家族を守るために活躍した

女性たちにスポットをあてて描いた映画「大コメ騒動」を公開した。 
 

Outline ―――――― 
 

展覧会名 映画監督 本木克英 展 

会  期 2021 年（令和３年）４月 29 日（木・祝）～６月 21 日（月） 

会  場 高志の国文学館 〒930-0095 富山県富山市舟橋南町２-22 

TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490  http://koshibun.jp 

開館時間 ９：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで） 

休 館 日 毎週火曜日、５月６日 ※４月 30 日（金）、５月４日（火・祝）は開館。 

観 覧 料 一般 500 円（400 円）、大学生 250 円（200 円）、前売り・一般 400 円 
※（ ）内は 20 人以上の団体料金。企画展観覧券で常設展もご覧いただけます。 

※小・中・高校生及びこれに準ずる方、各種障害者手帳をお持ちの方は無料。 
主  催 高志の国文学館  共  催  北日本新聞社、富山テレビ放送 

特別協力 本木克英     協  力  エース・プロダクション、富山県ロケーションオフィス  

展覧会担当 高志の国文学館事業課 主任（学芸員） 大川原竜一（おおかわら・りゅういち）  

撮影 中村 功 
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Theme ―――――― 
 

映画は面白くないといけない。面白くみせるための映画づくりを紹介する。 

 

笑いと感動の娯楽映画を撮りつづける映画監督の今！ 
エンタテインメント映画の世界をリードする映画監督本木克英のいまを伝える展示。 

本木監督の映画づくりに対するこだわりを、肉声で伝える企画展オリジナルインタビュー 

映像を制作。また、映画プロデューサーやフィルムコミッションなどからの視点で紐解いた、

本木克英監督のエンタテインメント映画の秘密をパネルで紹介する。 

 
映画監督は、大勢の能力のあるスタッフや俳優を、自分の思うように協力してもら

って、一つの作品をつくりあげていく。それが観客を楽しませ、時には社会に影響

を与えることもできるというところが、何よりも魅力ではないか。 

商業映画づくり、娯楽映画づくりに「継続して」関わっていられるということが 

大事ではないかと思っています。職人的監督を目指しています。 
（本木克英監督インタビュー「わたしの映画づくり」より） 

 
 

富山県を映画県にした映画監督 
ふるさと富山への思いを胸に、富山を舞台とした作品「大コメ騒動」「釣りバカ日誌 13」を 

撮って、「富山県を映画県とした映画監督」を知る展示。「大コメ騒動」にご出演の俳優室井滋

さんのほか、左時枝さん、夏木マリさん、立川志の輔さん、内浦純一さんが、本木監督の思い

出や素顔を語る動画を上映。 
 

 

映画の面白さを伝える企画展 
映画のセットのようなワクワクする会場に、映画の舞台裏や映画づくりの現場をのぞくことが

できる資料を展示。 
 

Topics ―――――― 
 

１ 本木克英映画の魅力を、代表作「大コメ騒動」「空飛ぶタイヤ」「超高速！参勤交代」 

「釣りバカ日誌 13 ハマちゃん危機一髪！」の４作品を通して紹介。 

２ 映画「大コメ騒動」にご出演した超豪華キャストが、本木監督との思い出や素顔を

語るスペシャルインタビュー動画や、地元のエキストラの参加風景を映した動画を

上映。 

３ 台本、絵コンテ、デザイン画、ロケ写真、衣装・小道具など、本木映画の製作資料

を展示。本木監督の映画づくりにせまる。 

４ 本木監督自作略年譜のほか、映画監督本木克英をつくった「モノ語り」（影響を受け

た映画、書籍など）の展示。 

５ 資料を見るのみならず、体感しながら「本木映画の世界を知ってもらう」楽しい展示

を展開。映画「大コメ騒動」に登場する米屋「鷲田商店」のイメージディスプレイ

や、撮影で使用した艀（ハシケ）、映画「釣りバカ日誌13」の撮影スポットを設置。 
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Events ―――――― 
 

（１）本木克英監督×室井 滋 氏「映画「大コメ騒動」を語る」 

［日 時］５月２日（日）14：00～15：00 

［会 場］当館 ライブラリー＋研修室 101 

◎申込必要 ◎定員／80 名 ◎参加無料 

    ※すでに定員に達しました。 

 

 

（２）本木克英監督と語る「富山県を舞台にしたこんな映画が見たい」 

［日 時］６月５日（土）13：30～14：30 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎定員／30 名 ◎参加無料 

 

 

（３）トークセッション「富山からエンタテインメントを発信するには」 

［日 時］６月６日（日）13：30～15：00 

［会 場］当館 研修室 101 

［出演者］本木克英監督 

宇野津達也 氏（俳優、脚本家、演出家）、ＣＨＩＫＯ 氏（シンガー）、

とやまる子 氏（You Tuber）の３氏 

◎申込必要 ◎定員／30 名 ◎参加無料 

 

 

（４）担当学芸員によるスライド・ビュー（展示解説） 

［日 時］①５月９日（日） ②５月 30 日（日） ③６月 20 日（日） 

各回 14:00～（30 分程度） 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎参加無料 

 

 

■申込方法 

電話・ＦＡＸにて、イベント名（複数可）と氏名、電話番号を当館までお知らせくださ

い。 

※定員に達し次第、募集を終了します。 

※ＦＡＸでのお申込で、定員に達してご参加いただけない場合のみ当館からご連絡いた

します。 
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Entry ―――――― 
 

【応募】本木克英監督が選ぶ「富山県を舞台にしたこんな映画が見たい」 
 

１ 趣  旨 令和３年（2021）４月 29 日（木・祝）から高志の国文学館にて開会の企画展「映画 

監督 本木克英 展」（６月 21 日（月）まで）にあわせて、「富山県を舞台にしたこんな

映画が見たい」をテーマに、あなたが描く映画のストーリーを募集します。映画のタイ

トルと 400 字以内のあらすじ（文章）を書いて送ってください。 

 

２ 応募期間 令和３年（2021）４月１日（木）～５月 21 日（金）必着 

 

３ 選  考 選考を行い、優秀作５点を決めます。結果については、５月 29 日（土）までに優秀作

者に通知するとともに、そのストーリーを会期中の企画展会場内および高志の国文学館

のホームページ上に掲載します。また、記念品（本木克英監督サイン入り映画「大コメ

騒動」ポスターと企画展招待券）を贈呈します。 

 

４ 授 与 式 優秀作者には、令和３年６月５日（土）13:30～14:30 の本木監督との対談イベント（会

場：高志の国文学館）への参加をお願いいたします。その場で記念品を贈呈いたします。 

 

５ 応募規定 

① 応募内容 ・映画のタイトルと、ストーリー（400 字以内）をお寄せください。様式は限定しま 

ませんが、ホームページからダウンロードすることもできます。 

・題材は自由ですが、すでに発表された作品は受け付けません。 

・応募はお一人一応募に限らせていただきます。 

・持参・郵送された応募作品は返却いたしません。必要があれば、コピーを取って 

おいてください。 

② 応募方法  ・持参または郵送で、ご応募ください。 

・応募者の年齢、居住地は問いません。 

・応募者の連絡先（氏名［ペンネーム可］、氏名のふりがな、郵便番号、住所、電話 

番号）をお書きください。ご連絡について、ファックス、Ｅメールを希望される方

は、ファックス番号、Ｅメールのアドレスも明記してください。 

・ペンネームを使用する場合は、本名も必ず明記してください。 

・盗作、剽窃など応募規定に違反する場合は、選考の対象といたしません。 

 

６ 応募先・問い合わせ先 

高志の国文学館 〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 

℡：076-431-5492 Fax：076-431-5490 

本木克英展係宛て 
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Highlight ――――― 
 

■主な出品資料 

●エントランス 

・【その他】映画「大コメ騒動」の劇中で使用した艀（はしけ）（番匠 FRP 造船、番匠光昭氏製作） 
 

●導入部 

・【冊 子】監督デビュー作品「てなもんや商社」撮影台本（決定稿） 

・【記念品】第１回沖縄国際映画祭“Laugh & Peace” コンペティション部門ゴールデンシーサー賞 

トロフィー（「鴨川ホルモー」） 

・【記念品】第 57 回（2014 年）ブルーリボン賞作品賞 万年筆（「超高速！参勤交代」） 

・【記念品】第 42 回（2018 年）日本アカデミー賞優秀監督賞 トロフィー（「空飛ぶタイヤ」） 

・【記念品】第 42 回（2018 年）日本アカデミー賞授賞式招待状 

・【小道具】映画「ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌」 黄金のぬらりひょん像 

・【小道具】映画「鴨川ホルモー」 VFX 部使用 オニの武器 

・【その他】映画「超高速！参勤交代」 お礼グッズ 

・【ポスター】本木映画 18 作品ポスター展示 
 

●映画「大コメ騒動」コーナー 

・【冊 子】撮影台本（決定稿） 

・【資 料】図面「東岩瀬海岸」 

・【絵 画】デザイン画「警察署 表」 

・【絵 画】デザイン画「薬問屋 屋内」 

・【衣 装】松浦いと（井上真央）衣装 

・【衣 装】清んさのおばば（室井滋）衣装 

・【小道具】劇中で使用した「富山日報」の記事（松竹撮影所） 

・【小道具】いと（井上真央）か米゙俵を運ふどきに使っていたひも（松竹撮影所） 

・【造作物】米屋「鷲田商店」イメージディスプレイ 
 

●映画「空飛ぶタイヤ」コーナー 

・【冊 子】撮影台本（決定稿） 

・【資 料】絵コンテ 

・【資 料】図面「赤松運送」 

・【絵 画】デザイン画「富山ロジステック」 

・【衣 装】劇中で使用した赤松運送の作業着 

・【衣 装】劇中で使用したホープ自動車の帽子 

・【写 真】映画「空飛ぶタイヤ」ロケ写真 
 

●映画「超高速！参勤交代」コーナー 

・【冊 子】撮影台本（決定稿） 

・【衣 装】「リターンズ」 内藤政醇（佐々木蔵之介）の羽織・野袴（松竹撮影所） 

・【小道具】「リターンズ」 雲隠段蔵（伊原剛志）の大扇子（松竹撮影所） 

・【資 料】湯長谷藩の参勤行列図 

・【パネル】西村まさ彦さんコメントパネル 
  

●映画「釣りバカ日誌 13」コーナー 

・【冊 子】撮影台本 

・【資 料】図面「天狗堂会長室」 

・【資 料】ホテル黒部での宴会でハマちゃんが歌った「ホタルイカメンコ」の歌詞 

・【資 料】富山ロケーション・スケジュール表 

・【小道具】鈴木建設 社章・社員証（松竹株式会社）、浜崎伝助・鈴木一之助名刺 

・【その他】黒部ロケ スタッフジャンパー 
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Images ――――― 
 

         
１ 本木克英監督                 ２ 本木克英監督 

 
 

   
３ 企画展示室イメージ               ４ 映画「大コメ騒動」ロケ写真 

 

 

    
５ 映画「大コメ騒動」デザイン画「警察署 表」    ６ 映画「釣りバカ日誌 13」撮影台本 

    （魚津水産株式会社） 
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高志の国文学館企画展 

「映画監督 本木克英 展」 

広報用画像貸出申請書 
 

高志の国文学館事業課 広報担当 行 

FAX 076-431-5490 
 

展覧会広報用の画像を貸出しております。ご希望の際は、下記の貸出条件を 

ご確認のうえ、本書に必要事項をご記入いただき、FAX または E-mail にて 

お申込ください。E-mail の添付にて JPEG データで画像をお送りいたします。 
 

【広報用画像貸出条件】 

◎画像は展覧会紹介の目的のみにてご使用ください。 

◎画像のトリミングや、画像に文字を重ねるレイアウトはお控えください。 

◎画像データは、ご使用後かならず破棄してください。 

◎画像データを第三者に渡すことを禁じます。 

◎インターネット上へ掲載する際には、画像をコピーできないよう処置してください。 

 
御社名 ：                              
 

御担当者名 ：                            
 

E-mail アドレス ：                          
 

電話 ：            FAX ：               
 

掲載誌名・番組名・Web サイト名 ：                   
 

発行・放映・掲載予定日 ：                      

 

 
申込画像（ご希望の画像をチェックしてください。）

  

□画像 1 本木克英監督 

□画像 2 本木克英監督 

□画像 3 企画展示室イメージ 
□画像 4 映画「大コメ騒動」ロケ写真 
□画像 5 映画「大コメ騒動」デザイン画「警察署 表」（魚津水産株式会社） 

□画像 6 映画「釣りバカ日誌 13」撮影台本 

      


