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原田美枝子の母ヒサ子、９０歳の女優デビュー 

 

女優 原田美枝子が、自ら制作・撮影・編集・監督を手掛け、母のために作

り上げたドキュメンタリー。 

老いを見守る家族それぞれに、愛おしい物語がある。 

認知症が進み、まるで我が事のように娘の人生を語りだした、女優・原田美枝子の母、

ヒサ子。認知症の人は、自分が一番輝いていた時代に戻ることが多いけれど、自分以

外の人の記憶を語るということは珍しいという。母の記憶が娘の人生とオーバーラッ

プしていることに驚いた美枝子は、母の人生を振り返り、母の心の中に残されていた

夢を叶えようと思い立つ。 

 

本作は、１５歳から女優として、黒澤明、増村保造、勝新太郎、深作欣二、平山秀幸

といった錚々たる映画監督の作品に出演し、４５年もの間カメラの前に立ってきた原

田美枝子が、初めてカメラの後ろに立ち自らの母のために作り上げた 24 分のドキュ

メンタリー映画だ。 

 

誰にでも“親”がいて、それぞれの親子の関係がある。うまく行っている人も、そうで

ない人もいる。そして、誰もが、その老いに向き合うことになる。 

この映画は、今、大事な人の老いや、大変な介護という現実に直面している人達にと

って、一つの向き合い方としてのヒントになるかもしれない。 

 

美枝子の長男の石橋大河（VFX アーティスト）、長女の優河（シンガーソングライ

ター）、次女の石橋静河（女優）ら孫たちをはじめ、母ヒサ子の映画を作る美枝子の

思いに賛同する人々が協力し、９０歳の女優デビューとなる撮影のカチンコボード

が叩かれた―― 



 

あらすじ 

 

『私ね、15 の時から、女優やってるの。』                 

私の母、原田ヒサ子。 認知症が進んで、一人暮らしができなくなり、今は、介護施

設でお世話になっている。 数年前、体調を崩して入院した。病院のベッドで、母が

突然こう言った。 『私ね、15 の時から、女優やってるの。』私はとても驚いてしまっ

た。 何故なら、15 の時から女優をやっているのは、母ではなく、私なのだから。  

 

母、ヒサ子は、昭和４年生まれ。10 代で第二次世界大戦を経験し、20 代 で、オフセ

ット印刷工の、原田喜代和と結婚。高度成長期には、パートで働きながら 3 人の子供

を育ててきた。  

 

子供は、親の気持ちなど知らずに育つ。 親は、子供と一心同体になって生きてきた。 

我が事のように、娘の人生を語る母。  

“女優”とは？ その苦労とは？  

“私”は、ふと思い立つ。 

 “母”を女優として、ワンカットでも撮影して、映画として公開したら、 “母”は、“女

優”になれる、と。 

 

母の中に、女優として生きてみたかったという思いがあったとするなら、その夢を現

実にしてみよう。母に育ててもらった娘と孫たちが、 “おばあちゃん”を、“女優”とし

て撮影する。 そして、カメラが映し出したのは・・・・。 

 

 



プロフィール 

 

Ⓒ福山楡青 

制作・撮影・編集・監督：原田美枝子 

東京都出身。1974 年、映画『恋は緑の風の中』でデビュー以降、 映画、ドラマ、舞

台と幅広く活躍。76 年『大地の子守歌』、『青春の殺人者』で主演し、10 代でキネマ

旬報主演女優賞、ブルーリボン賞新人賞など 9 つの映画賞を受賞、その才能を高く評

価される。80 年 『ミスター・ミセス・ミス・ロンリー』では、製作・原案・脚本・

主演を務めた。85 年、黒澤明監督の『乱』に抜擢。その後も『火宅の人』(86 年)、

『雨あがる』(99 年)で、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞受賞。『絵の中のぼくの

村』(96 年)で、山路ふみ子女優賞、キネマ旬報主演女優賞など受賞。『愛を乞うひと』

(98 年)では、母と娘の二役を演じ、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞など受賞歴多

数。近年の主な出演作品に、映画『MAKI』(18 年)、『こんな夜更けにバナナかよ』

（18 年）、ドラマ『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル シーズン 4』（18 年/Amazon 

プライム）、『透明なゆりかご』（18 年/NHK）、『琥珀の夢』（18 年/テレビ東京）、『潤

一』（19 年/関西テレビほか）、『俺の話は長い』(19 年/日本テレビ)、舞台『誤解』（18 

年）、『MOTHERS AND SONS~母と息子~』（19 年）など。 

 

 



出演者 

 

原田ヒサ子 

昭和４年 11 月 22 日生まれ。  

千葉県館山市那古船形の漁師の家に生まれる。  

12 人兄弟の 10 番目。11 歳の時、母、小林きんが他界す

る。10 代で、第二次世界大戦を経験する。学徒動員で、

千葉市の蘇我にあった軍需工場、日立航空機千葉工場で、  

零戦を作る作業をしていた。 

20 代で、オフセット印刷工の原田喜代和と結婚。 

高度成長期にはパートで働きながら、3 人の子供を育てる。 

 

 

石橋大河（VFX アーティスト） 

1988 年東京生まれ、海外在住。2006 年日本大学芸術学部、

映像コースで 2 年間学んだ後に参加したヨーロッパ研修旅

行に感化を受けて渡仏。2 年間の語学留学を経て、南仏の

VFX 専門学校 ArtFx 入学。卒業後パリの VFX スタジオ

Mathematic 社で 5 年間働いた後、オーストラリアに移り

Luma Pictures 社と Animal Logic 社に務めて今に至る。 

代表作：PV「Coldplay - “Adventure of A Lifetime”」／ 

映画『スパイダーマン ファー・フロム・ホーム』／映画   

「ピーターラビット 2（原題：Peter Rabbit 2）」 

 

石橋エマニュエル（エステティシャン） 

1987 年南仏マルテイーグ市生まれ、海外在住。エステを学

んだ後ギリシャ、南仏、そしてパリの有数のスパ、一流ホ

テルでエステティシャン、時にインストラクターとして働

く。南仏で大河と出会い、そして 2018 年入籍。オースト

ラリアに移り、メルボルンの一流スパ Miss Fox, そして

シドニーの 5 つ星ホテル QT の Spa Q に務めて今に至る。 

 



優河（シンガーソングライター） 

2011 年からシンガーソングライターとしての活動を開

始。全国各地でツアーライブも行う他、TVCM ナレー

ションや歌唱など活動の幅を広く展開している。2019

年映画『長いお別れ』の主題歌'めぐる'を書き下ろし

た。2020 年春にミュージカル「Violet」に Violet 役とし

て出演決定。 

1st  アルバム “Tabiji”  

2nd アルバム “魔法” 映画 『女優 原田ヒサ子』 挿入 

歌 “瞬く星の夜に” 収録  

EP “めぐる” 映画『長いお別れ』主題歌 “めぐる” 収録 

 

 

石橋静河（女優） 

1994 年生まれ。15 歳から４年間のバレエ留学より帰国後、

2015 年の舞台『銀河鉄道の夜 2015』 で俳優デビュー。

NODA・MAP『逆鱗』（16 年）（野田秀樹演出）に出演。

初主演作『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』（17 年）

（石井裕也監督）で第 60 回ブルーリボン賞新人賞をはじ

め数多くの新人賞を受賞。ほか出演作に映画『きみの鳥は

うたえる』（三宅唱監督）、『いちごの唄』（菅原伸太郎監督）、

『楽園』(瀬々敬久監督）、舞台『神の子』（赤堀雅秋演出）   

など。2020 年春、赤名リカ役を務めた           

ドラマ『東京ラブストーリー』が FOD・Amazon prime   

video で配信開始。 

 

 

 

 

 

 

 



制作ノート 

 

『私ね、15 の時から女優やってるの』という母の言葉。  

 

認知症。  

忘れていくこと、忘れないこと。  

出来なくなること、できること。  

母の認知症の症状が出てきた頃、母は、まるで自分の体の中で迷子になったかのよう

で、とてもイライラして、可哀想だった。どうやって手助けをしたら良いのか、わか

らなかった。  

今は、その時期も過ぎて、細かいことは、忘れてしまう。心配事も、忘れてしまう。 

目の前にあることは、例えばお習字でも絵でも、リハビリでも、一生懸命にやる。 

そして、ニコニコして、時々おかしなことを言って、周りにいる人を 笑わせる。  

それなら、認知症は、病気ではなく、ギフトなのではないかと私は思う。 

いずれ私も母の年齢になる時が来たら、私には、何が残るのだろう。  

 

 

母の家の片付け。  

ダンボール２箱分の両親と家族の写真。その沢山の写真を前にして、一冊のベストア

ルバムにしてみようと思った。父と母の人生を思いながら、良い写真だけを選んで並

べていくと、一本の映画のように、“時”が見えてきた。  

公演中の舞台から楽屋に戻る時、ふと、思いついた。“そうだ、デビューさせちゃえ

ば良いんだ！”  

それらが繋がって、母のドキュメンタリーを作ることになった。  

 

母が育てた 娘と孫たち。女優、シンガーソングライター、VFX アーテイスト。 そし

て、45 年もカメラの前に立ってきた私が、初めて、カメラの後ろから、 母を見つめ

た。 さらに、テクニカルアドバイザーとして、録音の鈴木昭彦さんの献身的な協力

によって、編集までやることができた。 

 

 



トップカットの鳳凰の写真。 

両親の結婚写真の中表紙に、金の箔押しの鳳凰の絵があった。 

終戦後、数年しか経っていない東京の、写真館で写した写真。 

その写真館のカメラマンの思いが、デザインされた鳳凰の絵。その丁寧な扱い、二人

の結婚を祝して、見守るように、鳳凰が、刻印されていた。 

表紙も台紙も傷んで色が変わってしまっていたので、その鳳凰の箔押しの絵だけ切り

取って、両親のベストアルバムの中表紙に貼った。 

母の映画『女優 原田ヒサ子』を見守ってもらうために、トップカットにした。  

 

 

写真の力。映像の力。カメラの力。 

昭和の前半に撮られた写真には、一瞬を切り取って、何度も何度も磨いたような深み

がある。 私は常々、映像には、言葉以上、言葉未満、言葉にならない思いが映ると

思ってきた。  

カメラは何を映すのだろう。カメラを通して見ると、肉眼では見えないものが見えて

くる。時には、心よりさらに深い所にあるものが見えてくる。  

このドキュメンタリー作品を作る作業を通して、映像の力、面白さを、再確認するこ

とになった。 

 

 

一眼レフのカメラと、iphone。  

メインの一眼レフカメラは、映画は初めての廣田達也さん。B キャメの iphone は、

私のマネージャーの鈴木昭子さんと、私。 

 

ヘアメイクと着付け、そして、ポスターになった母の写真は、Eita さん。  

ラストシーンの衣装は、スタイリストの坂本久仁子さん。  

ラストのデイレクターチェアーは、美術の鈴木浩二さん。  

母の故郷、千葉県館山市の船形海岸ロケ協力は、母の甥で私のいとこの福島良博さん。 

公式ホームページは、母の孫で、私の甥の原田一生さん。  

予告編制作は、母の孫で、私の長男の石橋大河。 

最後の挿入歌は、母の孫で私の長女の、優河。  



母の一番美しいショットになったカチンコボードを叩いてくれたのは、母の孫 で、

私の次女の石橋静河。  

ポスターとチラシなどのデザインは、私の写真集『G 原田美枝子』を撮影した Andy 

Chow が紹介してくれたデザイナーの瀬崎幹太さん。  

 

母の映画を作りたいという思いに賛同してくれる方が、次々に現れる。  

そして、ユーロスペースでの公開が決まり、現在、90 歳の原田ヒサ子という女優の

デビューとなった！！  

 

 

タイトル。  

タイトルの“女優”を、ほかのものに置き換えることができる。 

例えば、スポーツ選手であったり、音楽家であったり、受験生であったり。 日々、

子供たちを支えている親は、日本だけでなく、世界中にいる。そして、親の存在 を

当たり前のように思って、その話や人生に耳を傾けてこなかった、私のような子供も、

世界中にいるのではないかと思う。（私だけかな？）  

 

どうぞ皆さま、無名の大型新人、原田ヒサ子のデビューを受け止める、観客になって

ください！                            原田美枝子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



クレジット 

 

出演 

原田ヒサ子 

石橋大河 

石橋エマニュエル 

優河 

石橋静河 

Eita 

荒木美智子 

原田美枝子 

 

撮影    廣田達也   鈴木昭子 

録音    鈴木昭彦   石橋大河 

ヘアメイク・着付け    Eita  池添匡紘 

スタイリスト    坂本久仁子  馬渕友野 

美術協力    鈴木浩二 

船形ロケ協力    福島良博 

編集協力    平田龍馬 

挿入歌  『瞬く星の夜に』作詞・作曲・歌 優河 

ピアノ 林正樹 

Courtesy of P-VINE,Inc./yuga  

『glass land』    tricolor  

作曲 長尾晃司 

Courtesy of P-VINE,Inc./ tricolor 

協力 

MOTHERS AND SONS のスタッフのみなさん 

医療法人社団 永寿会 三鷹中央リハケアセンター 

三鷹市牟礼老人保健施設  はなかいどう 

MY Promotion Inc.  

宣伝：竹田美智留 宣伝配給協力：梶谷由里 

ポスターデザイン  瀬崎幹太 

WEB 制作  原田一生  PAGODA factory 
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【宣伝・配給 お問い合わせ先】 

宣伝：竹田美智留 TEL:090-9834-5689 / E-mail: michirutakeda@yahoo.co.jp 

協力：梶谷由里    TEL:090-3335-9582 / E-mail: yurisan@eurus.dti.ne.jp 


