日本の労働映画百選
映画は日本の仕事と暮らし、働く人たちの悩みと希望、働くことの意義と喜びをどのように描いてきたのか。
働くことの今とこれからについて考えるために、一世紀余の映画史の中から百本を選びました。
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明治の日本 1897-99 リュミエール社（仏） [記録]
川崎三菱労働争議 1921 日活=大原社会問題研究所 [記録]
何が彼女をそうさせたか 1930 帝キネ 鈴木重吉 [劇]
第十二回東京メーデー 1931 プロキノ 岩崎昶ほか [記録]
隅田川 1931 文部省 薮下泰次・斎藤宗武 [記録]
生れてはみたけれど 1932 松竹蒲田 小津安二郎 [劇]
有りがたうさん 1936 松竹大船 清水宏 [劇]
戦ふ兵隊 1939 東宝文化映画部 亀井文夫 [記録]
煉瓦女工 1940 南旺映画 千葉泰樹 [劇]
機関車Ｃ５７ 1940 芸術映画社 今泉善珠 [記録]
或る保姆の記録 1942 芸術映画社 水木荘也 [記録]
わたし達はこんなに働いてゐる 1945 朝日映画社 水木荘也 [記録]
驀進 1946 日映=国労 岩佐氏寿 [記録]
炭坑 1947 日映 伊東壽恵男・柳澤寿男 [記録]
われら電気労働者 1947 日映=電産労組 竹内信次 [記録]
海に生きる 1949 日映=海員組合 柳澤寿男 [記録]
白雪先生と子供たち 1950 大映東京=日教組 吉村廉 [劇]
どっこい生きてる 1951 新星映画社=前進座 今井正 [劇]
生きる 1952 東宝 黒澤明 [劇]
おかあさん 1952 新東宝 成瀬巳喜男 [劇]
１９５２年メーデー 1952 メーデー映画製作委員会 [記録]
女ひとり大地を行く 1953 キヌタプロ 亀井文夫 [劇]
蟹工船 1953 現代ぷろ 山村聰 [劇]
京浜労働者 1953 神奈川県労組記録映画製作委ほか 野田真吉 [記録]
太陽のない街 1954 新星映画社 山本薩夫 [劇]
立ち上がる女子労働者 1954 日映新社=全繊同盟 [記録]
ここに泉あり 1955 中央映画 今井正 [劇]
赤線地帯 1956 大映京都 溝口健二 [劇]
喜びも悲しみも幾年月 1957 松竹大船 木下惠介 [劇]
ボタ山の絵日記 1957 新文化プロ=共同映画 徳永瑞夫 [記録]
雪と闘う機関車 1958 国鉄機関車労組 谷恭介 [記録]
にあんちゃん 1959 日活 今村昌平 [劇]
海に築く製鉄所 1959 岩波映画=八幡製鐵 伊勢長之助 [記録]
刈干切り唄 1959 記録映画社=貯蓄増強中央委 上野耕三 [記録]
年輪の秘密 1959-60 岩波映画=フジテレビ 羽仁進ほか [TVドキュ]
大いなる旅路 1960 東映東京 関川秀雄 [劇]
裸の島 1960 近代映協 新藤兼人 [劇]
1960年6月 安保への怒り 1960 共同映画 野田真吉ほか [記録]
西陣 1961 京都記録映画を見る会 松本俊夫 [記録]
キューポラのある街 1962 日活 浦山桐郎 [劇]
その場所に女ありて 1962 東宝 鈴木英夫 [劇]
ある機関助士 1963 岩波映画=国鉄 土本典昭 [記録]
ドキュメント 路上 1964 東洋シネマ=警察庁交通局 土本典昭 [記録]
６８の車輪 1965 東京シネマ=日本通運 森田実 [記録]
こころの山脈 1966 本宮方式映画製作の会 吉村公三郎 [劇]
若者たち 1966 フジテレビ 森川時久ほか [TVドラマ]
農薬禍 1967 グループ現代 小泉修吉 [記録]
和賀郡和賀町 1967 ＮＨＫ 工藤敏樹 [TVドキュ]
黒部の太陽 1968 三船プロ=石原プロ 熊井啓 [劇]
太陽の王子 ホルスの大冒険 1968 東映動画 高畑勲 [アニメ]
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男はつらいよ 1969 松竹大船 山田洋次 [劇]
シップヤードの青春 1969 岩波映画=造船工業会
神馬亥佐雄 [記録]
家族 1970 松竹大船 山田洋次 [劇]
戦争と人間 三部作 1970-73 日活 山本薩夫 [劇]
友子儀式 北海道夕張市真谷地炭鉱楓坑 1973 ＮＨＫ [記録]
英映画社=文化庁
日本の稲作 そのこころと伝統 1974
青山通春 [記録]
詩人の生涯 1974 川本プロ 川本喜八郎 [アニメ]
トラック野郎 御意見無用 1975 東映東京 鈴木則文 [劇]
寿・自由労働者の街
どっこい！人間節 1975
小川プロ 小川紳介ほか [記録]
日没の印象 1975 鈴木志郎康 [記録]
男たちの旅路 1976-82 ＮＨＫ 作/山田太一 [TVドラマ]
一歩退却、二歩前進
日本の戦後 第5集
～二・一ゼネスト前夜～

1977 ＮＨＫ 鈴木肇 [TVドキュ]

あゝ野麦峠 1979 新日本映画 山本薩夫 [劇]
ザ・サカナマン 1979 黒田プロ 黒田輝彦 [記録]
遠雷 1982 ATGほか 根岸吉太郎 [劇]
海峡 1982 東宝映画 森谷司郎 [劇]
原発はいま 1982 映像集団８の会=運輸一般関西生コン支部
近江道広 [記録]
魚影の群れ 1983 松竹富士 相米慎二 [劇]
ガン・ホー 1986 パラマウント(米) ロン・ハワード [劇]
マルサの女 1987 伊丹プロ=東宝 伊丹十三 [劇]
母さんが死んだ 生活保護の周辺
1987 札幌テレビ 水島宏明 [TVドキュ]
魔女の宅急便 1989 スタジオジブリ 宮崎駿 [アニメ]
あーす 1991 「あーす」製作委=サンポード 金秀吉 [劇]
月はどっちに出ている 1993 シネカノン 崔洋一 [劇]
踊る大捜査線 1997 フジテレビ 脚本/君塚良一 [TVドラマ]
鯨捕りの海 1998 シグロ 梅川俊明 [記録]
鉄道員 ぽっぽや 1999 東映東京 降旗康男 [劇]
人らしく生きよう 国労冬物語 2001 ビデオプレス
松原明ほか [記録]
こんばんは 2003 イメージサテライト 森康行 [記録]
県庁の星 2006 フジテレビほか 西谷弘 [劇]
フラガール 2006 シネカノン 李相日 [劇]
三池 終わらない炭鉱の物語 2006 シグロほか 熊谷博子 [記録]
ハゲタカ 2007 ＮＨＫ 大友啓史ほか [TVドラマ]
ハケンの品格 2007 日本テレビ 脚本/中園ミホ [TVドラマ]
おくりびと 2008 TBSほか 滝田洋二郎 [劇]
フツーの仕事がしたい 2008 ローポジション 土屋トカチ [記録]

ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない
2009 アスミックエース 佐藤祐市 [劇]

任侠ヘルパー 2009 フジテレビ 西谷弘ほか [TVドラマ]
孤高のメス 2010 東映東京 成島出 [劇]
昭和の家事 2010 昭和のくらし博物館 小泉和子 [記録]
サウダーヂ 2011 空族 富田克也 [劇]
舟を編む 2013 テレビ東京ほか 石井裕也 [劇]
ある精肉店のはなし 2013 やしほ映画社 纐纈あや [記録]
ダンダリン 労働基準監督官
2013 日本テレビ 佐藤東弥ほか [TVドラマ]
ＷＯＯＤ ＪＯＢ！ 2014 TBSほか

矢口史靖 [劇]

紙の月 2014 松竹=ROBOT 吉田大八 [劇]
夢は牛のお医者さん 2014 テレビ新潟 時田美昭 [記録]
昼めし旅 2014- テレビ東京 工藤里紗ほか [TVドキュ]
種まく旅人 くにうみの郷 2015 松竹 篠原哲雄 [劇]
下町ロケット 2015 TBS 福澤克雄ほか [TVドラマ]
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