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映

画

「リトル京太の冒険」監督：大川五月（2017）
「ホテルコパン」監督：門馬直人（2016）
「あしたになれば」監督：三原光尋（2015）
「京太のおつかい」監督：大川五月（2014）
「ばななとグローブとジンベエザメ」監督：矢城潤一（2013）
「京太の放課後」監督：大川五月（2012）
ｼｮｰﾄｼｮｰﾄﾌｨﾙﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ&ｱｼﾞｱ、他映画祭招待作品
「Tidy up」監督：大川五月（2011）
LA ｴｲｶﾞﾌｪｽﾄ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ賞（最優秀短編映画賞）受賞作品
ローンスター国際映画祭正式招待作品
「少女たちの羅針盤」監督：長崎俊一（2011）
「ボックス！」監督：李闘士男（2010）
「瞬 またたき」監督：磯村一路（2010）
「恋愛戯曲～私と恋におちてください～」監督：鴻上尚史（2010）
「沈まぬ太陽」監督：若松節朗（2009）
「ジャイブ 海風に吹かれ」監督：サトウトシキ（2009）
「レイン・フォール 雨の牙」監督：マックス・マニック（2009）
「The Harimaya Bridge はりまや橋」監督：ｱﾛﾝ・ｳﾙﾌｫｰｸ（2009）
「ぼくのおばあちゃん」監督：榊英雄（2008）
「それでもボクはやっていない」監督：周防正行（2007）
「魍魎の匣」監督：原田眞人（2007）
「22 才の別れ Lycoris 葉見ず花見ず物語」監督：大林宣彦（2007）
「転校生～さよなら あなた～」監督：大林宣彦（2007）
「姑獲鳥の夏」監督：実相寺昭雄（2005）
「プライベート・ムーン」監督：デヴィッド・タマギ（2005）
「海は見ていた」監督：熊井啓（2002）
「赤い橋の下のぬるい水」監督：今村昌平（2001）
「九ノ一金融道」監督：梶間俊一（1999）
「あつもの」監督：池端俊策（1999）
「カンゾー先生」監督：今村昌平（1998）
「義務と演技」監督：一倉治雄（1997）
「柘榴館」監督：伊藤秀裕（1997）
「うなぎ」監督：今村昌平（1997）
カンヌ国際映画祭 パルム・ドール受賞作品
日本アカデミー賞 優秀主演女優賞
「人間椅子」監督：佐藤圭作（1997）
「Shall we ダンス？」監督：周防正行（1996）
「ゲレンデがとけるほど恋したい。」監督：廣木隆一（1995）
「四十七人の刺客」監督：市川崑（1994）
「熱帯楽園倶楽部」監督：滝田洋二（1994）
「おこげ」監督：中島丈博（1992）
報知映画賞 最優秀主演女優賞・日刊スポーツ映画大賞 新人賞
エランドール賞・山路ふみ子賞新人女優賞
「未来の想い出」監督：森田芳光（1992）
「シコふんじゃった。」監督：周防正行（1991）
日本アカデミー賞 優秀助演女優賞・高崎映画祭 最優秀新人賞
ヨコハマ映画祭 助演女優賞・おおさか映画祭 助演女優賞
「バカヤロー！3 へんな奴ら～第ニ話『過ぎた甘えは許さない』」監督：長谷川康雄（1990）
「稲村ジェーン」監督：桑田佳祐（1990）
日本アカデミー賞 新人俳優賞
「湘南爆走族」監督：山田大樹（1987）

ドラマ
「忠臣蔵の恋～四十八人目の忠臣～」土曜時代劇（NHK）
（2017）
「検事・朝日奈耀子（18）医師＆検事～２つの顔を持つ女！」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）（2016）
「警視庁捜査一課長

ヒラから成り上がった最強の刑事！」第 1１話

木曜ミステリー（テレビ朝日）（2016）

「広域警察（７）
」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）
（2016）
「リケジョ探偵の謎解きラボ」このミステリーがすごい！2015 ベストセラー作家からの挑戦（ＴＢＳ）
（2015）
「警視庁捜査一課 9 係 season10」第 1 話・第 2 話（テレビ朝日）
（2015）
「泣きめし今日子」食レポ連続ドラマ（TOKYO MX）
（2015）
「女はそれを許さない」第 1 話

火曜ドラマ（ＴＢＳ）
（2014）

「獣医さん事件ですよ」第 11 話（日本テレビ・読売テレビ）
（2014）
「聞き取れた“新たな声と音”日航機墜落 32 分間の闘い ～8 月 12 日…30 回目の夏～」
（フジテレビ）（2014）
「匿名探偵」第 2 話

金曜ナイトドラマ（テレビ朝日）
（2014）

「BORDER ボーダー ～警視庁捜査一課殺人犯捜査第 4 係～」第 1 話（テレビ朝日）（2014）
「おとり捜査官・北見志穂 “幸福の絶頂”美女連続殺人!」
」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）
（2014）
「赤い霊柩車シリーズ 32

羅刹の三姉妹」金曜プレステージ（フジテレビ）
（2013）

「森村誠一 終着駅シリーズ 27『悪の魂』
」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）（2013）
「再捜査刑事 片岡悠介 4」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）（2012）
「法医学教室の事件ファイル 34」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）（2012）
「天才刑事 野呂盆六 6」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）
（2011）
「TOKYO コントロール」
（フジテレビ NEXT）
（2011）
「おみやさんスペシャル」木曜ミステリー（テレビ朝日）（2010）
「開局 10 周年記念ドラマ 松本清張特別企画 一年半待て」
（BS-ＴＢＳ）（2010）
「事件 14」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）（2010）
「GM〜踊れドクター」
（ＴＢＳ）
（2010）
「科捜研の女スペシャル」
（テレビ朝日）
（2010）
「特上カバチ！！」
（ＴＢＳ）
（2010）
「松本清張生誕 100 周年記念ドラマ 火と汐」（ＴＢＳ）（2009）
「ハンチョウ〜神南署安積班〜」
（ＴＢＳ）
（2009）
「温泉(秘)大作戦 8」土曜ワイド劇場（テレビ朝日）
（2009）
「コンカツ・リカツ」（ＮＨＫ）（2009）
「必殺仕事人 2009」
（朝日放送）（2009）
「相棒 Season7」
（テレビ朝日）
（2008）
「恋うたドラマ SP 竹内まりや・純愛ラプソティー」
（ＴＢＳ）
（2008）
「風林火山」大河ドラマ（ＮＨＫ）（2007）
「優しい時間」（フジテレビ）
（2005）
「焼け跡のホームランボール」
（ＮＨＫ）
（2002）
「笹沢左保サスペンス 危険な協奏曲」
（ＮＨＫ）（2000）
「29 歳の憂うつ パラダイスサーティー」
（テレビ朝日）
（2000）
「向田邦子終戦特別企画 あさき夢見し」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1999）
「こいまち」第 1 話 帯広編 飛べ!どこへでも（関西テレビ）（1999）
「感動ドラマスペシャル 楽園への橋

青春の光と影、家族との別れ・奔放な愛に何を見た」
（よみうりテレビ）
（1998）

「徳川慶喜」大河ドラマ（ＮＨＫ）（1998）
「向田邦子終戦特別企画 昭和のいのち」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1998）
「誰かが私を愛してる」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1997）
「ドラマスペシャル 院内感染」（よみうりテレビ）
（1997）
「向田邦子終戦特別企画 蛍の宿」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）
（1997）
「君が人生の時」
（ＴＢＳ）
（1997）
「向田邦子終戦特別企画 言うなかれ、君よ、別れを」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1996）
「坊っちゃんちゃん」春のドラマスペシャル（ＴＢＳ）
（1996）
「月の船」
（ＮＨＫ）
（1996）
「向田邦子終戦特別企画 いつか見た青い空」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）
（1995）
「百年の男」
（ＮＨＫ）
（1995）
「あの声は悪魔の囁き」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1995）
「たたえて微笑せよ－明治の息子・島田清次郎」
（ＮＨＫ）
（1995）
「部屋においでよ」
（ＴＢＳ）
（1995）
「課長島耕作 2」金曜エンタテイメント（フジテレビ）
（1994）
「ひとの不幸は蜜の味」
（ＴＢＳ）
（1994）

「課長島耕作 3」金曜エンタテイメント（フジテレビ）
（1994）
「読売テレビ開局 35 周年記念ドラマ 私が殺した男-夢遊犯罪、その危険な四角関係-」
（よみうりテレビ）
（1993）
「腕におぼえあり

第 3 シリーズ」（ＮＨＫ）
（1993）

「真実一路」
（テレビ東京）
（1993）
「課長島耕作 1」金曜エンタテイメント（フジテレビ）
（1993）
「怪談 長良屋お園の怪」（フジテレビ）
（1993）
「トーキョー国盗り物語」
（ＮＨＫ）（1993）
「ホームワークスペシャル」（ＴＢＳ）
（1993）
「汗と涙の OL 図鑑！ミガきぬかれた女たち」月曜ドラマスペシャル（ＴＢＳ）（1992）
「ホームワーク」
（ＴＢＳ）
（1992）
「デパート!秋物語」
（ＴＢＳ）
（1992）
「腕におぼえあり

第 2 シリーズ」（ＮＨＫ）
（1992）

「愛はどうだ」（ＴＢＳ）（1992）
「腕におぼえあり

第 1 シリーズ」（ＮＨＫ）
（1992）

「しゃぼん玉」（フジテレビ）
（1991）
「前畑がんばれ」
（ＮＨＫ）
（1991）
「クリスマスイヴからはじめよう」スペシャルドラマ（ＴＢＳ）（1991）
「ありがとうチズコさん」東芝日曜劇場（第 1786 回）
（MBS）
（1991）
「貴族の階段」スペシャルドラマ（ＴＢＳ）（1991）
「妖艶時代劇スペシャル 女忍かげろう組

参」
（日本テレビ）（1991）

「寛永風雲録－激突!知恵伊豆対由比正雪－」新春時代劇スペシャル（日本テレビ）
（1991）
「妖艶時代劇スペシャル 女忍かげろう組

壱」
（日本テレビ）（1990）

「年末ドラマ特別企画 あなたの知らない世界」
（日本テレビ）（1990）
「クリスマス・イブ」（ＴＢＳ）（1990）
「妖艶時代劇スペシャル 女忍かげろう組

弐」
（日本テレビ）（1990）

「風子～いつの日か風のように～」（ＮＨＫ）
（1990）
「新春ドラマスペシャル みんな玉子焼き」
（テレビ朝日）
（1990）
「連続テレビ小説 青春家族」
（ＮＨＫ）
（1989）
「水戸黄門」
（ＴＢＳ）
（1989）
「大岡越前」
（ＴＢＳ）
（1988）
「新選組」秋の時代劇スペシャル（テレビ朝日）
（1987）
Ｃ

Ｍ

「オートバックス」
「江崎グリコ ポッキー4 姉妹」
「資生堂 ホワイティア」
「コーセー」
「太陽石油」
Ｔ

Ｖ

「世界にひとつ

ミラクルレシピ」（テレビ朝日）

「ダウンタウン DX」
（日本テレビ）
「人生が変わる 1 分間の深イイ話スペシャル」
（日本テレビ）
「にっぽん原風紀行」（BS ジャパン）
他
「轟満の先入観」
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