
湯浅典子 （Noriko Yuasa） 
 

 1976年12月3日生まれ。英会話レベル：日常会話レベル 
岡山県出身（岡山朝日高校1995年卒業）。監督。プロデューサー。 

 

東京都立大学工学部建築学科卒業後、木下プロダクション（現・TBSスパークル）に入社。2013年、フリーランス

になりテレビドラマの演出・プロデュースをしつつ、2015年、劇場公開長編映画監督デビュー作となる『宇田川町

で待っててよ。』を監督した（渋谷ＨＵＭAXシネマほかにて全国公開）。 

『あの、ヒマワリを探しに』など2作の短編映画も精力的に監督し、『空っぽの渦』は、国内外の映画祭で17冠を受

賞。（海外での上映は30地域を超えた。）ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅ連続ドラマ『日本をゆっくり走ってみたよ～あの娘のた

めに日本一周』では、自身の企画でプロデュースとメイン監督をつとめた。 

また、2018年3月には第6回ネパール人権国際映画祭にて正式に審査員として選任され、同映画祭に参加した。

ドラマ、映画に“パラレルキャリア”を標榜・実践しつつ、海外へ進出できる映画監督を目標に更なるステップア

ップを目指す。 

そして2018年10月に開催された『MPA / DHU / TIFFCOMピッチングコンテスト』にて、オリジナル長編映画企画

がグランプリを受賞した。2019年、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたLATCとアメリカン・フィルム・マーケットに

参加し、そのきっかけより長編映画企画『Performing KAORU‘s Funeral』を日本とスペイン両国のスタッフととも

に進めている。自身は監督とプロデュースを担当。 

同作は２０２０年１１月TIFFCOM内、Tokyo Gap-Financing Market（TGFM）に選出され、ワールドセールスカンパ

ニー／108 MEDIAとともに、日本・スペイン・シンガポール国際共同制作として今作は2022年撮影を目指し準備を

進めている。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1973%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C


【主な監督・プロデュース作品】 

◎国際共同制作長編映画『Performing KAORU’s Funeral』（直訳：カオルの葬式） 

【Trailer】https://vimeo.com/456432015 

 

◎短編映画『おかえり、カー子』（2020）    【Trailer】https://vimeo.com/360429297 

★脚本・監督として 
 尺：15分／製作・宣伝・配給：パロマプロモーション 

 脚本；西貴人、湯浅典子  出演：小島梨里杏、米山穂香  ほか                                           

 



☆2019年 8月 24日（土）より、オムニバス映画『青春カレイドスコープ』として東京・池袋 Humax シネマズにて公開。 

再編集の上『Coming Back Sunny』と題し国際映画祭に応募し、国際展開中。 

 

【国際映画祭情報解禁一覧】 

◎ Firenze FilmCorti International Festival 2020 

☆ ショートフィルムコンペティション部門に選出、2020年 11 月オンライン上映 

◎ Around International Film Festival / Paris Official Selections   

☆ ショートフィルムコンペティション部門に選出 

☆ 観客賞受賞 

◎ NEW YORK JAPAN CINEFEST 2020 

☆ 公式プログラムに選出、2020 年 11月オンライン上映 

◎ the 19th Dhaka International Film Festival / Women Filmmakers Section  

☆ ショートフィルムコンペティション部門に選出、2021年 1月上映 

◎ Toronto Multicultural Film Festival  

☆ 公式プログラムに選出、2021 年 9月オンライン上映 

◎ JSFF - Japanese Serbian Film Festival 

☆ 公式プログラムに選出、2021 年 11月 JUGOSLOVENSKA KINOTEKA にて、上映 

◎ Cinemaking International Film Festival / Short Film Asian Section 

☆ 公式プログラムに選出、2022 年 1月上映 

☆ 作品賞受賞 

◎ 5th INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2022@INDIA , January 1-5 

☆ 公式プログラムに選出、2022 年 1月オンライン上映 

 



◎連続ドラマ 読売テレビ・日本テレビ系『ＣＨＥＡＴ』（2019）  

                         ※全 10話 【URL】https://www.ytv.co.jp/cheat// 

 ★メイン監督として  

 脚本；松本美弥子、山下すばる ほか 

 出演： 本田翼、金子大地、風間俊介、上杉柊平、福原遥、桐山漣、池内万作、富田望生、横田真悠、清原翔  ほか  

 
 

◎【8K】 Canon Official Short film 『Stand By You』(2019) 

【URL】https://youtu.be/kZuvnbLjuS4 

★監督・脚本として 

尺：6分／企画・宣伝：Canon 制作：T-tex, Paloma Promotion 

脚本：西貴人、湯浅典子 出演：久保陽香 ほか 

 

 

https://www.ytv.co.jp/cheat/
https://youtu.be/kZuvnbLjuS4


◎連続ドラマ オトナの土ドラ『限界団地』（2018）  

                   ※全８話 【URL】http://tokai-tv.com/genkaidanchi/ 

 ★メイン監督として  

 脚本；香坂隆史 

 出演：佐野史郎、足立梨花、迫田孝也、山崎樹範、朝加真由美、山谷初男、江波杏子  ほか                                                      

                               

◎Amazon Prime オリジナル連続ドラマ（2017）  

 『日本をゆっくり走ってみたよ～あの娘のために日本一周～』 

                 ※全 14話／配信中【URL】https://t.co/rCyrgjs7zI?ssr=true 

★チーフ監督として（自身の企画・プロデュース兼）  

 原作；吉本浩二『日本をゆっくり走ってみたよ～あの娘のために日本一周～』（双葉社 刊） 

 脚本；前田司郎   

 出演：濱田岳、本仮屋ユイカ、山崎紘菜  ほか 

 主題歌；奥田民生  

               

https://t.co/rCyrgjs7zI?ssr=true


◎短編映画『優しい日常』（2017）                【Trailer】 https://vimeo.com/232781751 

★原案・脚本・監督として 
 尺：30分／企画・製作・宣伝・配給：パロマプロモーション 

 脚本；益子梨恵、湯浅典子  出演：阿部進之介、小野花梨、須田瑛斗、安藤玉恵  ほか

   

                  

 

☆2017 年 10 月 14日（土）より、オムニバスサスペンスホラー映画『狂い華』として 

東京・新宿シネマカリテにて公開 

☆2018 年 5月 26日（土）より、大阪シアターセブンにて公開  

【国際映画祭参加一覧】 

◎ Nepal Human Rights International Film Festival 2019 

☆ ショートフィルムコンペティション部門に選出 

☆ 2019年 4月 上映 

◎ Dada Saheb Phalke Film Festival 2018  



☆ ショートフィルムコンペティション部門、他３部門に選出 

☆ 2019年 2月 上映 

◎ IAWRT ASIAN WOMEN'S FILM FESTIVAL 2019  

☆ 公式プログラム に選出 

☆ 2019年３月 上映 

◎ トロントインディフィルムフェスト    

☆ 公式プログラム に選出 

☆ 2019年 2月 上映 

◎ 日本セルビア映画祭 ２０１８    

☆ 公式プログラム に選出 

☆ 12月 6日 セルビア・ベルグラード Jugoslovenskoj kinoteci にて上映 

☆ 2019年１月 26日 東京・渋谷 LOFT9 Shibuya にて上映 

◎ ＮＩＰＰＯＮ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ ２０１８ （ニッポン・コネクション）   

☆ ニッポンビジョンズ部門 に選出 

☆ 6月 1日 ドイツ・フランクフルト Naxoshalle Kino にて上映 

◎ カンヌ国際映画祭 2018 ショートフィルムコーナーにて上映 

◎ 大阪アジアン映画祭 2018  

☆ インディ・フォーラム部門 に選出 

☆ シネリーブル梅田３にて上映（2018年３月 12日） 

◎ 札幌国際短編映画祭 2017   

☆ ジャパン・パノラマ・プログラム に選出 

☆ 北海道安達学園 大通公園ホールにて上映（2017年 10月 9日） 

◎ 福岡インディペンデント映画祭 2017   

☆ 特集上映 

☆ 福岡アジア美術館 にて上映（2017年 9月 10日） 

 

◎ふるさと納税サイトふるぽ（by JTB 西日本）鹿児島県大崎町 共同企画ショートムービー  

『つむぐまち』 （2016）                       【URL】https://www.youtube.com/watch?v=NunuSkWg_zs    

★監督として   

尺：16分／製作：ふるぽｂｙJTB西日本 企画・脚本；斉藤夏美   出演：宮本なつ、松尾英太郎、苑美、西田聖志郎 ほか      

                                  

https://www.youtube.com/watch?v=NunuSkWg_zs


◎日本テレビ 2016 年 1月期水曜ドラマ  

『ヒガンバナ～警視庁捜査七課～』   （2016） 

★監督、プロデューサー 

脚本；徳永富彦、池上純哉、松本美弥子、荒井修子 ほか    

出演：堀北真希、檀れい、知英、高梨臨、ＹＯＵ、高橋惠子、市川知宏、木本武宏、平山浩之、佐野史郎、大地真央 ほか 

 
 

◎劇場公開長編映画デビュー作『宇田川町で待っててよ。』  （2015） 

【Trailer】http://udagawa-movie.com/trailer/ 

★監督として 

 尺：65分／製作：日本出版販売 ポニーキャニオン／配給：日本出版販売 

 原作；秀良子  脚本；金杉弘子  出演：黒羽麻璃央、横田龍儀 ほか 

        

http://udagawa-movie.com/trailer/


◎短編映画『空っぽの渦』 （2015）        https://vimeo.com/ondemand/girlwavering 

★原案・共同脚本・監督として  脚本：西貴人  出演：石戸香穂、村上 穂乃佳、杉浦文紀 ほか 

尺：20分／制作年：2015／製作：ＣＯＣＯＬＯ ＦＩＬＭ、ＡＬＴＡＮ ＣＩＮＥＭＡＳ 

 

◎ ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１５  

☆ 短編コンペティション部門にて 奨励賞受賞  

： SKIPシティほかにて上映   

 

◎ 映文連アワード２０１５   

☆ パーソナル・コミュニケーション部門へ正式ノミネート 

☆ 部門優秀賞受賞 ： 渋谷ユーロライブ ほかにて上映 

  

◎ 那須国際短編映画祭 那須ショートフィルムフェスティバル２０１５    

☆ 那須アワード 自由部門へノミネート  

☆ 審査員特別賞受賞： 映画祭メイン会場 にて上映 

 

   ◎ 福岡インディペンデント映画祭２０１５  

      ☆ 優秀作品受賞 ： 福岡アジア美術館あじびホール ほかにて上映 

 

◎ 第18回小津安二郎記念 蓼科高原映画祭 短編映画コンクール   

☆ 入選 ： ベレック にて上映 

 

◎ 横濱ＨＡＰＰＹ ＭＵＳ！Ｃ 映画祭２０１５ 

☆ 優秀作品に選出 ： 11月22～23日 横浜シネマ・ジャック＆ベティ にて上映 

https://vimeo.com/ondemand/girlwavering


 

◎ 日本芸術センター第7回映像グランプリ 

☆ 入選 ： 10月31日 東京芸術センター にて上映 

1月24日 同会場にて再上映 

 

◎ ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１５ アンコール・ウィーク  

☆ 2016年5月16日 テアトル新宿 にて上映 

 

   ◎ 8th Fort Myers Film Festival 2018  

☆ ショートフィルム部門にて正式ノミネート 

☆ 上映：2018年3月 アメリカ・フロリダ・フォートマイヤーズ にて上映 

 

◎ 6th Nepal Human Rights International Film Festival 2018  

☆ 特別上映 

☆ 上映：2018年3月 ネパール・カトマンズ にて上映 

 

◎ Asian Film Festival of Dallas 2017 

   ☆ Women’s Showcase Shorts部門にて正式ノミネート 

☆ 上映：2017年7月16日 アメリカ・ダラス にて上映 

 

◎ Indie Memphis ＮＹＪＣＦ Tour 

☆ 招待上映：2017年6月7日 Crosstown Arts St Memphis にて上映 

 

◎ UNESCO INTERCITY FILM FESTIVAL 2017 

   ☆ ショートフィルム部門にてノミネート 

☆ 招待上映：2017年5月12～14日 韓国・釜山；映画の殿堂 にて上映 

 

◎ Nice International Film Festival 2017 （ニース国際映画祭） 

   ☆ ショートフィルムコンペティション部門にて正式ノミネート 

☆ 上映：2017年5月13～20日 フランス・ニース にて上映 

 

◎ Dada Saheb Phalke Film Festival 2017  

   ☆ ショートフィルムコンペティション部門にて正式ノミネート 

☆ 上映：2017年4月30日 インド・デリー にて上映 

 

◎ Berlin Independent Film Festival 2017 （ベルリン・インディペンデント映画祭） 

   ☆ ショートフィルムコンペティション部門にて正式ノミネート 

☆ 上映：2017年2月10日 ドイツ・ベルリン Babylon にて上映 

 

◎ ２０１６ ＮＩＰＰＯＮ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ （ニッポン・コネクション）  

ＳＫＩＰシティ国際Dシネマ映画祭プレゼンツ  

☆ 招待上映：5月29日 ドイツ・フランクフルト Naxoshalle Kino にて上映 

 

◎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｊａｐａｎ Ｃｉｎｅｆｅｓｔ ２０１６ 

☆ 招待上映：6月 3日 アメリカ・ニューヨーク Asia Society にて上映 



 

◎ ＳＫＩＰシティ国際Dシネマ映画祭２０１５ セレクションin川越スカラ座 

☆ 招待上映：2016年3月26日 川越スカラ座 にて上映 

 

◎ JSFF - Japanese Serbian Film Festival ２０１５ (日本セルビア映画祭)  

☆ 入選 ： 11月12日 セルビア・ベオグラード sala Amerikana にて上映 

               3月26日 マカオ Cinematheque にて上映 

        4月12日 セルビア・ノヴィサド  IZBA にて上映  

 

◎ 第５回 Ｏ!!ｉＤＯ短編映画祭 （２０１５） 

☆ 入選 ： 渋谷アップリンクにて上映  

 

◎ 第５回 知多半島映画祭 （２０１５）  

☆ コンペティション部門へノミネート ： アイプラザ半田 にて上映 

 

◎ kisssh-kissssssh 映画祭２０１５   

☆ コンペティション部門へノミネート ： 向丁自治会館 にて上映 

 

◎ ショートピース！仙台短編映画祭２０１５   

☆ ２次選考通過、総作品中上位７作品に選出 

 

◎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｊａｐａｎ Ｃｉｎｅｆｅｓｔ ２０１６ 西尾市 

☆ 招待上映：9月10日 西尾市岩瀬文庫地下ホール にて上映 

 

◎ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｊａｐａｎ Ｃｉｎｅｆｅｓｔ ２０１６ in 犬山2016 

☆ 招待上映：9月11日 犬山国際センターフロイデホール にて上映 

 

◎ 新人監督映画祭 2016 

☆ 招聘部門にて上映：11月6日 アーバンテックららぽーと豊洲 にて上映 

 

◎ 福岡インディペンデント映画祭2017 

☆ 特集上映：2017年9月10日 福岡アジア美術館 にて上映 

 

◎ SEISHO CINEMA FES 2018  

☆ 特集上映：2018年2月25日 小田原コロナ にて上映 

 



◎短編映画『あの、ヒマワリを探しに』（2014）https://vimeo.com/ondemand/lfmlsunflowers 

★原案・共同脚本・監督として  出演：杉浦文紀、大川裕明 ほか 

尺：25分／制作年：2014／製作：ＣＯＣＯＬＯ ＦＩＬＭ、ＡＬＴＡＮ ＣＩＮＥＭＡＳ 

   

  

◎ 福岡インディペンデント映画祭２０１４ 

☆ 40分ムービー部門グランプリ受賞  

： 福岡アジア美術館あじびホール他にて上映 

 

◎ あいち国際女性映画祭２０１４ショートフィルム・コンペティション 

  ☆ コンペティション上映作品としてノミネート ： ウィルあいち にて上映 

 

◎ 第１６回メイドイン釜山独立映画祭 ： 招待上映 韓国・釜山；映画の殿堂 にて上映 

◎ 第４回 Ｏ!!ｉＤＯ短編映画祭 ☆ 入選 ： 渋谷アップリンク にて上映 

◎ 福岡インディペンデント映画祭２０１５ ： 招待上映  

福岡アジア美術館あじびホール にて上映 

◎ みやざき自主映画祭２０１５ ： 招待上映  

                  宮崎カリーノ シアター88 にて上映 

◎ インディペンデント映画祭 in 別府 ： 招待上映 2015年 

                     別府ブルーバード劇場 にて上映決定 

◎ 第９回 小田原映画祭シネトピア ☆ 入選 ： 旧三福 にて上映    

◎ 福岡インディペンデント映画祭2017 

☆ 特集上映：2017年9月10日 福岡アジア美術館 にて上映 



 ◎日本テレビ 金曜ロードＳＨＯＷ 特別ドラマ企画 

『ヒガンバナ～女たちの犯罪ファイル～』 （2014／120分）   脚本；吉澤智子    

出演：堀北真希、檀れい、知英、高梨臨、ＹＯＵ、大地真央、 

高岡早紀、いしのようこ、国生さゆり、東幹久、 

高橋惠子、市川知宏、木本武宏（ＴＫＯ）、佐野史郎、杉本哲太 ほか 

★プロデューサーとして 

 

◎テレビ東京 開局５０周年特別企画ドラマ 

『強き蟻』  （2014／120分）  原作；松本清張 脚本；森下直 

出演：米倉涼子、高嶋政伸、比嘉愛未、要潤、かたせ梨乃、宅麻伸、橋爪功 ほか 

★プロデューサーとして 

 

◎テレビ東京系 スペシャルドラマ 

『明日のマドレーヌ』    （2013／75分）  脚本；森田剛行  

出演：宮﨑香蓮、斉藤由貴、榎木孝明、朝倉あき、金子昇 ほか 

   ★プロデューサーとして 

 

◎MBS・TBS連続ドラマ   

『花のズボラ飯』 （2012／30分×全10話）   原作；久住昌之  漫画；水沢悦子  脚本；オークラ  

出演：倉科カナ、加藤シゲアキ、菊池亜希子、野波麻帆、浜野謙太、志賀廣太郎 ほか 

★チーフ監督として、プロデューサー兼務 

 

◎TBS連続ドラマ   

『シマシマ』  （2011／30分×全10話）  原作；山崎紗也香 脚本；牧野圭祐  

                        出演：矢田亜希子、三浦翔平、菊田大輔、鈴木勝大、福士蒼汰 ほか 

★チーフ監督として  

 

◎TBS連続ドラマ 

『クローンベイビー』  （2010／30分×全10話）  脚本；池田奈津子 

出演：市川知宏、松坂桃李、滝裕可里、山﨑賢人、志賀廣太郎、松重豊 ほか 

 ★監督として 

 

◎ディズニーチャンネル 連続ドラマ  

『ザ・休み時間』   （2009／3分×全26話）   脚本；溝井英一デービス  

出演：高山侑子、水田航生、長谷川愛、福永マリカ ほか 

★監督として 

 

◎BS―TBS 連続ドラマ  恋する日曜日（サードシリーズ） 

『15才』 （2007／30分）   脚本；武田有起   

出演：福永マリカ、水田航生 ほか  

 ★監督として 

 

 

 



参加作品（2005年以降） 

・美男ですね TBS連続ドラマ （2011）     助監督として 

・塀の中の中学校 TBS単発ドラマ （2010）     助監督として 

・倉本総・脚本特別ドラマ 『帰国』 TBS単発ドラマ （2010）    プロデューサー補として 

・官僚たちの夏 TBS連続ドラマ （2009）      助監督として 

・ＲＥＳＣＵＥ TBS連続ドラマ （2009）    アシスタントプロデューサーとして 

・ぼくの妹 TBS連続ドラマ （2009）      チーフ助監督として 

・あんどーなつ TBS連続ドラマ （2008）     チーフ助監督として  

・被取締役新入社員 TBS単発ドラマ（2008）      チーフ助監督として 

・孤独の賭け―愛しき人よ― TBS連続ドラマ （2007）      助監督として 

・東京タワー～オカンとボクと、時々オトン フジテレビ単発ドラマ  （2006）      チーフ助監督として 

・鉄板少女アカネ!! TBS連続ドラマ （2006）   助監督として 

・誰よりもママを愛す TBS連続ドラマ （2006）   チーフ助監督として 

・夜王 TBS連続ドラマ （2006）   助監督として 

・女系家族  TBS連続ドラマ （2005）   助監督として 

・美空ひばり誕生物語 TBS単発ドラマ （2005）   助監督として 

 

ほか多数、参加作品あり 

http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-42884
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-42110
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-41718
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-40732
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-39867
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-39528
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-39469
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-39207
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-38875
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-38475
http://www.tvdrama-db.com/drama_info/p/id-38378

