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映画「おくりびと」が

納棺師の世の中のイメージを劇的に変えた。

映画「つむぐもの」も、

介護業界の魅力を広く世に打ち出していく。



形を作る「世代を超えて受け継ぐ精神」が大切であり、形は精神を伝える手法。

越前和紙をよく見てみると繊維の１本１本が折重なり、絡み合い同じものが１つとしてない１枚の美しい和紙（面）を形成して
いる。繊維の１本１本が人の様に思え、人と人が助け合い同じものが一つとしてない強固な人生を感じる。

越前和紙の　漉く（表紙の和紙の画像）　制作過程に、高い所から低い所、山あり谷あり、をくり返しより強く、美しい越前和
紙に仕上がる。人生も色々な事があり人は成長していく。

伝統文化の表面だけ見ていませんか？　越前和紙を深く感じてみませんか。

越前和紙を魅力を通し世界にメッセージを伝えなければいけない。
（無形文化にしなくてはいけない。）

映画がとらえた問題点及び提案　　【伝統　越前和紙】
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様々な両国の歴史や問題がある事は十分に理解している。感情的にも様々な思いがある。

政治的観点ではなく、日本人と韓国人ではなく
人と人として手をとりあいたい。

映画がとらえた問題点及び提案　　【日韓】

人と人◯○人と◯○人ではなく
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人と人をつなぐ／世代をつなぐ／文化をつなぐ／後世につなぐ／つなぐ＝助ける／つむぐ物のもの＝越前和紙／伝える精神
大切に伝える／つむぎ直す／よじれ／つなぎあわせる／たどりよせる
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映画を通して伝えたいメッセージ

国籍、性別、世代を超えた
人と人の助け合いが必要。
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PRINCIPAL UMEDA

概　要
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　　　　　あらすじ
福井県、越前。和紙職人の剛生（石倉三郎）は、不遜で偏屈な性格で、妻を亡くして以来、誰とも心を通わせることなく
生きていた。
一方、韓国、扶余郡。無職で怠惰な生活を送るヨナ（キム・コッピ）は、人付き合いもうまくできず、人生の目標も見出
せずに、空虚な思いを抱いていた。
交わるはずのなかった二人の運命は、ある日、剛生が病魔に倒れたことで、つながり合う。

半身まひで介護が必要になった剛生の元にやって来たヘルパーは、和紙づくりの手伝いと勘違いして来日した、ヨナだっ
たのだ。

頑固で偏見に満ちた剛生は、ヨナを受け入れようとしない。
勝気な性格のヨナもまた、剛生に反発してぶつかり合うばかり。

言葉も、文化も、価値観もまるで違うために、介護もうまくいかない。
二人は、最悪のコンビだった・・・

だが、ヨナの常識にとらわれないでたらめな介護は、次第に、固く閉ざされた剛生の心を開いていく。
やがて、介護の理想と現実の間で苦しむ介護士、涼香や、和紙職人の仲間たちなど、周囲の人物にも変化が生まれていき
・・・

いつしか剛生とヨナは、人と人としての大切な心の結びつきを知っていくが、二人を待っていたのは過酷な運命だった――



概　要

タイトル：　つむぐもの

製　　作：　製作委員会形成　/　プロダクション：　ソウルエイジ　/　　配給・宣伝：　マジックアワー

つむぐもの製作委員会：　（株）プリンシパル、丹南ケーブルテレビ（株）

協力団体：　福井県和紙工業協同組合、社団法人　日本介護協会、日本介護事業連合会

撮影予定地：　福井県丹南地区、韓国扶余郡など　/　撮影時期：2015 年 8月～９月　/　ジャンル：ヒューマン

展開：劇場公開（日本 /韓国）  ・  日本 / 海外映画祭      応募予定
             地域非劇場上映 ( 日本 / 韓国）・DVD化等
劇場公開時期：未定（2015 冬、2016 春）

企画：梅田一宏　　　　　EXプロデューサー：吉田登喜男、梅田一宏　　　プロデューサー：前田紘孝　　

監督：犬童一利　　　　　脚本：守口悠介　　　　　　　　　　　　　　　  プロデューサー：前信介
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特別協賛：    ( 株 ) やさしさ、紀の風、すずきこどもクリニック
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大手店舗設計会社でディレクターとして数多くの 
店舗を設計、プロデュース。 
2003年に株式会社プリンシパルを設立。 
ユニクロの店舗設計、ポスター・POP制作をはじめ、 
大手店舗の設計やプロデュースを手掛ける。 
一方、現代と日本舞踊のコラボ 
「和こころ舞プロジェクト」で注目を集める等、 
様々な分野で活躍中。 

2015年公開の映画「神様はバリにいる」では、 
企画・製作統括も手掛ける。 

　企画　 

スタッフ 
プロデューサー 

前田 紘孝 （Maeda Hirotaka） 
株式会社ソウルエイジ　代表 ／ 社団法人 日本介護協会 理事 

【プロデュース作品】 
『海炭市叙景』2010年公開 
出演：谷村美月／加瀬亮／南果歩／小林薫 他 
第23回 東京国際映画祭 コンペテイション 正式出品 
『ピュ～ぴる』2011年公開 
監督：松永大司　出演：ピュ～ぴる　 

『そこのみにて光輝く』2014年公開（エグゼクティブP） 
出演：綾野剛／池脇千鶴／菅田将暉／高橋和也 他 

『神様はバリにいる』2015年公開 
監督：李闘士男　原案：『出稼げば大富豪』 
出演：堤真一／尾野真千子／玉木宏 他 

『死んだ目をした少年』　監督：加納隼 
『早乙女4姉妹』　　　　 監督：犬童一利 
『東京の日』　　　　　　監督：池田千尋 

第38回 モントリオール世界映画祭 最優秀監督賞受賞 
第87回 米国アカデミー賞 外国語映画賞部門 日本出品作 
2014年第88回 キネマ旬報ベスト・テン　第1位 

梅田 一宏（Umeda Kazuhiro） 
株式会社プリンシパル代表 
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犬童一利 （Inudo Kazutoshi） 
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【監督作品】 
『フリーバイバイ』（2010年　脚本／監督） 
SHORT FILM FESTA NIPPON 2010 入選 
『SRS ♂ありきたりなふたり♀』 （2012年　監督） 
氷見絆国際映画祭　優秀賞受賞 ／ 関西クィア映画祭 上映 
『カミングアウト』（2014年　脚本／監督） 
第23回東京国際レズビアン & ゲイ映画祭 上映作品 
『早乙女4姉妹』（2015年　脚本／監督） 

【プロデュース作品】 
『老獄～OLD　PRISON～』(AP）2012年公開 
出演：アジャ・コング／忍成修吾／佐藤蛾次郎 他 
『JUDGEMENT 』 2012年公開 
出演：横川康次／堀越のり／ガッツ石松 他 
『紅破れ』 2014年劇場公開　 
出演：渡辺裕之／坂元健児／柴田かよこ 他 
『ヲ乃ガワ-WONOGAWA-』 2014年公開 
出演：前田希美／及川奈央／深水元基／志賀廣太郎  他 
『死んだ目をした少年』 （ラインP）2015年公開 
出演：清水尚弥／紗都希／高樹マリア　他 

　監督　 

守口悠介（Moriguchi Yusuke） 

　脚本　 

【TVドラマ】 
フジテレビ『世にも奇妙な物語』脚本 
テレビ朝日『山村美紗サスペンス　狩矢父娘シリーズ』脚本 
NHKドキュメンタリードラマ『Lost In Tokyo』リサーチ 
フジテレビ『ハニートラップ』リサーチ 
MBS『タンクトップファイター』脚本 
テレビ朝日『新・おみやさん』脚本 
テレビ朝日『相棒』season10 脚本 / season11 脚本協力 
MBS『土俵ガール！』脚本 
日本テレビ『左目探偵EYE』脚本協力 
MBS『新撰組PEACE MAKER』脚本 

【映画】 
『SRS　ありきたりなふたり』脚本 
『特命女子アナ並野容子』脚本協力 

【舞台】 
川島なお美主演舞台『秘祭』脚本 

【バラエティ】 
フジテレビ『逃走中』構成　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　その他多数 

スタッフ 
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（現場プロデューサー）

               前 信介　(shinsuke mae )
大阪芸術大学卒業後、映像制作会社ジーヤマにて映像に携わる。
フリーの助監督として活動を開始し、嵐主演ドラマ CX「最後の約束」、
浅見光彦シリーズ、「SとM」等に携わる。
2014 年、山戸結希監督 神聖かまってちゃんMV作品「ズッ友」プロデュース。
2015 年秋に武田梨奈主演映画「かぐらめ」「BEAUTIFUL LIGHTS」の公開を控える。

［プロデュース作品］
映画
「かぐらめ」　２０１５年秋公開　奥秋泰男監督
　武田梨奈主演　大杉漣、筒井真理子、黒川芽以、森岡龍、今井雅之、
　朝加真由美、上條恒彦　他
「BEAUTIFUL LIGHTS」２０１５年秋公開　甲斐博和監督
　小川紗良、萩原利久、山本剛史、本多章一、宮地真緒　他
「世界の終わりのいずこねこ」　２０１５年公開　竹内道宏監督
ウディネファーイースト映画祭コンペティション部門上映
　茉里、蒼波純、緑川百々子、宍戸留美、永井亜子、小明、
　いまおかしんじ　他
「おばけ」２０１４年公開　moosic lab 2014 上映作品　坂本悠花里監督
　佐藤玲、佐藤亮　他
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ヨナ役  / キム・コッピ (Kim Kkot-bi)

1985/11/24(29 歳 )
BAEWOONUNエンターテインメント 所属

主な出演作品 ( 映画 )
「息もできない」　監督：ヤンイクチュン
「クソすばらしいこの世界」監督 : 朝倉加葉子
「ある優しき殺人者の記録」監督 : 白石晃士
「グレイトフルデッド」監督 : 内田英治
他多数
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剛生役　/    石倉三郎

生年月日 1946 年 12月 16日
出身地 香川県小豆島
身長 170cm

主な出演作（映画） 
東映「オルゴール」「相棒－劇場版Ⅱ」　
松竹「岸和田少年愚連隊」「座頭市」
にっかつ「どら平太」　　
東宝「犬神家の一族」　　他多数

　　メインキャスト



涼香役　/    吉岡里帆

BIRTHDAY　1993.1.15
HOMETOWN　京都府

主な出演作
≪映画≫
『明烏』　監督：福田雄一
◆NHK ドラマ 10『美女と男子』　
出演：仲間由紀恵　町田啓太　草刈正雄　他
◆WOWOW　連続ドラマW 『煙霞‐Gold Rush‐』　

石川役　/    日野陽仁

生年月日： 1956 年 1月 11日 (59 歳 )
生まれ： 福井県

主な出演作
『永遠の０』
福井テレビ 『 い～ざぁええDay』
TBS テレビ 60周年特別企画 日曜劇場 『天皇の料理番』
NHK大河ドラマ『花燃ゆ』


