Outline of Okhotsk 2019

オホーツク地域の映画ロケ地
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域の映画ロケ地

※摘要の説明（①：監督・主演 ②：物語のあらすじ

③：オホーツク管内のロケ地）

オホーツク管内
男はつらいよ
寅次郎 忘れな草
（1973）

幸福の黄色い
ハンカチ
（1977）
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遠くの空に消えた
（2007）

非誠勿擾（フェイチェン
ウーラオ）
邦題「狙った恋の落とし
方」
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大地の詩
-留岡幸助物語（2011）

アンフェア２
（2011）

雨鱒の川
（2004）

抱きしめたい
－真実の物語－
（2014）

風の色
（2017）

①監督：山田 洋次 主演：渥美 清
②主人公車寅次郎が全国を舞台に、出会ったマドンナと恋愛模様を繰り広げながら、何か騒動を起こす人情喜劇
③（網走市）網走駅、網走橋、網走神社の石碑 （美幌町）美幌峠
①監督：山田 洋次 主演：高倉 健
②刑務所帰りの中年男が、偶然であった若い男女とともに妻の元へ向かうまでを描いた映画
③（網走市）網走駅、モヨロ海岸 （小清水町）小清水原生花園
①監督：崔 陽一 主演：山﨑 努
②主人公の花輪と同部屋の囚人たちとの刑務所の中での生活を緻密かつコミカルに描いている。
③（網走市）博物館網走監獄、音根内小学校跡地 （美幌町）網走川河川敷
①監督：河野 圭太 主演：大沢 たかお
②広大な北海道の大自然を舞台に、子ぎつねと少年の心温まる交流を描くやさしさと感動の物語。
③（網走市）能取岬、感動の径、東京農業大学オホーツクキャンパス、字明治 （美幌町）美和南会館
（小清水町）小清水原生花園、止別治山の森、オホーツクの村
①監督：行定 勲 主演：神木 隆之介
②平和な田舎町で空港建設をめぐる大人たちの争いに巻き込まれながらも、たくましく生きる子どもたちが起こす小さな奇跡を描
いた作品。
③(網走市)美岬の番屋、旧丸万小学校 (美幌町)上美幌小学校
①監督：馮 小剛 主演：葛 優
②道東が主要な舞台となった中国のラブコメディ映画。主人公の秦奮は結婚相手を募集する旅に出て、笑笑という客室乗務員と知
り合い、北海道旅行へ出かけることとなる。旅行中、道東の美しい大自然の中で、秦奮の誠実さに惹かれていく笑笑だったが…
③(網走市)能取岬、北浜駅、字中園 (大空町)女満別朝日地域
①監督：山田 火砂子 主演：村上 弘明
②北海道家庭学校を創設した留岡幸助が、明治時代に作られた刑務所の前身となる空知集治監の教誨師（きょうかいし）として過
ごした後、遠軽の地に移り住み、家庭学校の創設に至るまでの苦労やその後の姿を描いた作品。
③(網走市)博物館網走監獄、市民エキストラ約70人参加 (遠軽町)北海道家庭学校礼拝堂、町民エキストラ約160人参加
①監督：佐藤 嗣麻子 主演：篠原 涼子
②2006年のＴＶドラマ、翌2007年には劇場版が公開され大ヒットした「アンフェア」の続編。本作では、前作の数年後、主人
公雪平が左遷された北の地から物語が始まる。
③（紋別市）元紋別周辺、船揚場、はまなす通り、（遠軽町）丸瀬布総合支所
①監督：磯村 一路 主演：玉木 宏、綾瀬はるか
②初恋、母親の愛、故郷への思いなど、広大な北海道で暮らす人々の純粋な心を綴った物語。
③（置戸町）川南地区、拓実地区、（清里町）、（北見市）
①監督：塩田明彦 主演：北川景子 錦戸亮
②ドキュメンタリー番組「記憶障害の花嫁 最期のほほえみ」（2011年度ＪＮＮネットワーク大賞）として放送された網走での実
話から生まれた奇跡の物語。
③（網走市）藻琴駅、網走総合体育館、エコーセンターなど、（大空町）女満別空港、（北見市）
①監督：クァク・ジェヨン 主演：古川 雄輝 藤井 武美
②流氷の北海道・知床と桜舞い散る東京。時空を超えた2組の男女が繰り広げる幻想的かつミステリアスな究極の愛の物語。
③（北見市）温根湯温泉ゆめ広場・中央通り、（網走市）能取岬、流氷観光砕氷船おーろら、JR石北本線、
（斜里町）ウトロ漁港、オロンコ岩、（遠軽町）ゆうあい通り

北見市
シムソンズ
（2006）

①監督：佐藤祐市
出演：加藤ローサ、大泉洋 ほか
②常呂町の女子高校生がカーリングチームを結成し、紆余曲折を経て成長する青春映画。
③北見市常呂町・カーリングホール

網走市
網走番外地シリーズ
（1965～1972）

スパイ・ゾルゲ
（2003）

南極料理人
（2009）

ケンタとジュンと
カヨちゃんの国
（2010）

北の桜守
（2０１７）

①監督：沖田 修一 主演：高倉 健
②極寒の地網走にある「網走刑務所」に収容される受刑者を描いた作品
③網走刑務所、藻琴駅、北浜駅
①監督：篠田 正浩 主演：イアン・グレン
②第二次世界大戦後、日本とドイツの最高機密を盗み出し、ロシアに送り続けた国際スパイ「ゾルゲ」の実像に迫るサスペンスド
ラマ。
③博物館網走監獄
①監督：沖田 修一 主演：堺 雅人
②南極観測隊に料理人として参加した西村淳原作のエッセー「面白南極料理人」の映画版。
③能取岬、網走スポーツトレーニングフィールド
①監督：大森 立嗣 主演：松田 翔太、高良 健吾
②孤児院で兄弟のように育った若者たちが、過酷な労働環境や人生にいら立ちを募らせ、人生の新たな一歩を踏み出そうとする青
春ストーリー。
③能取岬、呼人浦キャンプ場、二ツ岩、鱒浦地区
①監督：滝田 洋二郎 主演：吉永 小百合 堺 雅人
②太平洋戦争の戦時下から戦後にかけて、北海道を舞台に過酷な自然と時代の荒波を懸命に生き抜いた親子の30年を描くヒューマ
ンドラマ
③能取岬、大曲湖畔園地、藻琴地区
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紋別市
おいしいマン
（2008）

アンフェア the answer
（2011）

私の男
（2014）

①監督 キム・ジョンジュン 主演 イ・ギンミ 池脇千鶴
②耳が聴こえなくなる不安におびえるミュージシャン、ヒョンソク。北海道紋別で祖母に育てられた、この町が嫌いなメグミ。流
氷に閉ざされた音のない冬の紋別を訪れたヒョンソクとメグミの三日間。ほのかな愛の物語。
③(紋別市)旧上藻別駅逓所、オホーツク紋別空港、流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ
①監督：佐藤嗣 麻子 主演：篠原 涼子 佐藤 浩市 他
②北海道の紋別警察署に異動になった主人公雪平（篠原涼子）に連続殺人事件の容疑が掛けられ、自分を陥れた巨大な陰謀と黒幕
の正体を暴こうとする、雪平の孤高の逃避行を描いたサスペンス。
③紋別港、はまなす通り 他
①監督 熊切 和嘉 主演 浅野忠信 二階堂ふみ
②１０歳で孤児となった少女・花。彼女を引き取ることになった遠縁の男・淳悟。孤独だったふたりは、北海道紋別の田舎町で寄
り添うように暮らしていた。６年後。冬のオホーツク海、流氷の上で殺人事件が起こる。暗い北の海から逃げるように出ていく
淳悟と花は、互いに深い喪失と、ふたりだけの濃厚な秘密を抱えていた…。
③（紋別市）紋別交流センター周辺、紋別公園周辺など

美幌町
愛と憎しみの彼方へ
（1951）

続馬喰一代
（1952）

「君の名は」
（1954）

大草原の渡り鳥
（1960）

遙かなる山の呼び声
（1980）

銀のエンゼル
（2004）

①監督：谷口 千吉 出演者：三船 敏郎、志村 喬 ほか
②網走刑務所の模範囚であった坂田五郎が脱獄したことに、腑に落ちないものを感じる看守の久保。脱獄の真相を知るために捜索
隊に参加し、先頭に立って後を追う。
③美幌駅前
①監督：島 耕二 出演者：菅原 謙二、三条 美紀 ほか
②前年に制作された「馬喰一代」の続編。昭和初期、豪快な馬喰の半生を描く人間ドラマ。
③美幌峠
①監督：大庭 秀雄 出演者：岸 恵子、佐田 啓二 ほか
②お互い名前も知らぬ男女が純情な恋を募らせるラブストーリー。1991年には、ＮＨＫ連続テレビ小説として放送。
③美幌峠、美幌峠牧場、美幌駅
①監督：斉藤 武市 出演者：小林 旭、宍戸 錠 ほか
②渡り鳥シリーズの第５作。摩周湖付近の広大な自然を舞台に、繰り広げられるアクション映画。
③美幌峠
①監督：山田 洋次 出演者：高倉 健、倍賞 千恵子、ハナ肇 ほか
②北海道を舞台に、誤って人を殺して警察に追われる男と、牧場を経営する母子との出会いと別れを描いた人情ドラマ。
③美幌駅
①監督：鈴井 貴之 出演者：小日向 文世、浅田 美代子、大泉 洋、山口 もえ ほか
②小さな町のはずれにある国道に面した一軒のコンビニエンスストアが舞台。店のオーナー家族や、そこに集まる様々な人々が繰
り広げるハートウォーミング・ドラマ。
③町内のホームセンター・飲食店

斜里町
許されざる者
（2013）

①監督：李相日 主演：渡辺謙
②明治時代初期の蝦夷地を舞台に、江戸幕府側の残党・釜田十兵衛が再び賞金稼ぎとして戦いに身を投じるさまを描く。
③斜里町ウトロ地区

小清水町
キタキツネ物語
（1978）

①監督：蔵原 惟繕
②北海道の大自然を舞台に、キタキツネの家族の雄々しい生き様を追ったドキュメント映画
③浜小清水、止別

遠軽町
モスラ MOTHRA
（1996）

ふうけもん
（2008）

① 監督：米田興弘(本編)、川北紘一(特技)
② 北海道を舞台として繰り広げられたモスラ対宇宙怪獣デスギドラとの戦いを描いた作品
③ 丸瀬布大平高原
① 監督：栗山富夫 出演：中村雅俊、浅野ゆう子、哀川 翔ほか
② 便利屋の元祖である右近勝吉をモデルとする実話を基にした映画
③ 遠軽町白滝天狗平及び奥白滝地域（クライマックスの雪原及びログハウスシーン）

佐呂間町
女衒
（1987）

「風花」
（2000）

①監督：今村 昌平 出演：緒方 拳、倍賞 美津子 ほか
②明治後期から昭和初期にかけて東南アジアを舞台に活躍した女衒・村岡伊平治の半生を描いた作品
③サロマ湖上
①監督：相米 慎二 出演：小泉 今日子、浅野 忠信
②小泉今日子、浅野忠信による大人のラブストーリー
③佐呂間町若佐

ほか

大空町
椿姫
（1988）

夢
（1990）

Mayu-ｺｺﾛの星（2007）

①監督：山田 洋次 主演：松坂 慶子
②熱狂的なオペラファンで子持ちのタクシー運転手と薄幸な芸者との美しい恋物語
③東藻琴市街地
①監督：黒澤 明 主演：寺尾 聡
②監督自身が見た“夢”の世界を８つのオムニバス形式で描いた作品。第５話「鴉（カラス）」では、主人公の“私”が展覧会場
に飾られたゴッホの絵に魅せられているうちに、絵の中を歩きゴッホと出会い対話する。そして、ゴッホが死の直前に描いた
「鴉のいる麦畑」の世界へ。
③朝日ヶ丘公園、メルヘンの丘
①監督：松浦 雅子 主演：平山 あや、塩谷 瞬、三浦 友和、浅田 美代子
②２１歳という若さで乳がんと診断されたまゆは、自分の力を信じ闘病を開始。手術や放射線治療、抗がん剤治療を乗り切り、乳
がんの患者会の設立、運営に奔走する。
③藻琴山、銀嶺荘付近
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