⽊木野   花   きの   はな  
1 月 8 日生まれ	
  青森県出身
弘前大学教育学部美術学科卒
女優・演出家
身長：160cm B：90cm	
  W：67cm	
  H：91cm	
  足：24cm
弘前大学教育学部美術学科を卒業後、中学校の美術教師となるが、1 年で退職、上
京して演劇の世界に入る。1974 年に東京演劇アンサンブル養成所時代の仲間 5 人
と、女性だけの劇団「青い鳥」を結成。翌年に旗揚げ公演を行い、80 年代の小劇
場ブームの旗手的な存在になる。86 年、同劇団を退団。現在は、女優・演出家と
して活躍中。

【映画】
18 年
17 年
15 年

14 年
13 年

12 年
11 年

10 年
09 年
08 年

07 年

06 年
05 年
04 年

03 年
02 年
01 年
～00 年

「母さんがどんなに僕を嫌いでも」･････････････････････････････････
「ハローグッバイ」･･･････････････････････････････････････････････
「恋人たち」
･･････････････････････････････････････････････････････
「猫侍	
  南の島へ行く」･･･････････････････････････････････････････
「娚の一生」
･･････････････････････････････････････････････････････
「エイトレンジャー2」････････････････････････････････････････････
「さよなら渓谷」
･･････････････････････････････････････････････････
「さよならとマシュマロを」
････････････････････････････････････････
「そして父になる」
････････････････････････････････････････････････
「世界はときどき美しい」リバイバル････････････････････････････････
「すーちゃん まいちゃん さわ子さん」･････････････････････････････
「鍵泥棒のメソッド」
･･････････････････････････････････････････････
「ヒミズ」
････････････････････････････････････････････････････････
「シェアハウス」
･･････････････････････････････････････････････････
「はやぶさ／HAYABUSA」････････････････････････････････････････
「極道めし」･････････････････････････････････････････････････････
「うさぎドロップ」
････････････････････････････････････････････････
「ＰＡＮＯＲＡＭＡ」
･･････････････････････････････････････････････
「ホームカミング」
････････････････････････････････････････････････
「必死剣	
  鳥刺し」･･･････････････････････････････････････････････
「童貞放浪記」･･･････････････････････････････････････････････････
「K-20	
  怪人 20 面相伝」･･････････････････････････････････････････
「魔法遣いに大切なこと」･････････････････････････････････････････
「ハッピーフライト」･････････････････････････････････････････････
「世界はときどき美しい」･････････････････････････････････････････
「バウムクーヘン」･･･････････････････････････････････････････････
「素敵な夜、ボクにください」･･････････････････････････････････････
「明日の記憶」･･･････････････････････････････････････････････････
「嫌われ松子の一生」･････････････････････････････････････････････
「いいこ。
」 ※06 年 PFF 招待作品･･････････････････････････････････
「スウィングガールズ」･･･････････････････････････････････････････
「ヴィタール」･･･････････････････････････････････････････････････
「手を握る泥棒の物語」･･･････････････････････････････････････････
「トニー滝谷」･･･････････････････････････････････････････････････
「理由」･････････････････････････････････････････････････････････
「ばかのハコ船」･････････････････････････････････････････････････
「Laundry」･････････････････････････････････････････････････････
「フィラメント」
･･････････････････････････････････････････････････
「告別」
･･････････････････････････････････････････････････････････
「会社物語･･･････････････････････････････････････････････････････
「北京的西瓜」
････････････････････････････････････････････････････
「病院へ行こう 2」･･･････････････････････････････････････････････

（監督：御法川修）
（監督：菊地健雄）
（監督：橋口亮輔）
（監督：渡辺武）
（監督：廣木武）
（監督：堤幸彦）
（監督：大森立嗣）
（監督：井川啓央）
（監督：是枝裕和）
（監督：御法川修）
（監督：御法川修）
（監督：内田けんじ）
（監督：園子温）
（監督：喜多一郎）
（監督：堤幸彦）
（監督：前田哲）
（監督：ＳＡＢＵ）
（監督：吉川諒）
（監督：飯島敏宏）
（監督：平山秀幸）
（監督：小沼雄一）
（監督：佐藤嗣麻子）
（監督：中原俊）
（監督：矢口史靖）
（監督：御法川修）
（監督：柿本ケンサク）
（監督：中原俊）
（監督：堤幸彦）
（監督：中島哲也）
（監督：小谷忠典）
（監督：矢口史靖）
（監督：塚本晋也）
（監督：犬童一心）
（監督：市川準）
（監督：大林宣彦）
（監督：山下敦弘）
（監督：森淳一）
（監督：辻仁成）
（監督：大林宣彦）
（監督：市川準）
（監督：大林宣彦）
（監督：滝田洋二郎）

「女囚セブン」※レギュラー	
  ･････････････････････････････････････
「フランケンシュタインの恋」･････････････････････････････････････
「視覚探偵	
  日暮旅人」･･･････････････････････････････････････････
「女の中にいる他人」･････････････････････････････････････････････
「プリンセスメゾン」第 3・4・8 話････････････････････････････････
「進め！青函連絡船」･････････････････････････････････････････････

（テレビ朝日）
(日本テレビ)
(日本テレビ)
(NHK-BS プレミアム)
(NHK-BS プレミアム)
(NHK-BS プレミアム)

【TV ドラマ】
17 年

16 年

	
  吉住モータース	
  111-0043	
  東京都台東区駒形 2-6-6 オンダビル 503 tel 03-5827-0632 fax 03-5827-0633	
 

15 年

14 年

13 年

12 年
11 年

10 年

09 年

08 年
07 年

06 年

05 年

04-05 年
03 年

02 年
01 年

「死幣」第 4・5・9 話････････････････････････････････････････････ (TBS）
「家売るオンナ」第 2 話･･････････････････････････････････････････ (日本テレビ）
「ドクター調査班」※レギュラー･･･････････････････････････････････	
  (テレビ東京)
「トットてれび」第 3 話･･････････････････････････････････････････ (NHK)
「世界はひばりを待っている」･････････････････････････････････････	
  (NHK-BS)
「視覚探偵	
  日暮旅人」･･････････････････････････････････････････	
  (日本テレビ)
「銭の戦争」※レギュラー････････････････････････････････････････	
  (関西テレビ)
「硝子の葦」※レギュラー････････････････････････････････････････	
  (WOWOW)
月曜ミステリーシアター「ＳＡＫＵＲＡ〜事件を聞く女〜」レギュラー	
 （TBS）
「ゼロの真実」第 5 話････････････････････････････････････････････ （テレビ朝日）
「獣医さん、事件ですよ」第 2 話･･････････････････････････････････ （日本テレビ）
「三匹のおっさん」第 6 話････････････････････････････････････････	
  （テレビ東京）
連続テレビ小説「あまちゃん」※レギュラー････････････････････････	
 （NHK）
「実験刑事トトリ 2」第 1 話･･････････････････････････････････････	
  （NHK）
「ほんとうにあった怖い話	
 夏の特別編 2013『女子高生パニック』
」････	
  （フジテレビ）
	
 新ウルトラマン列伝「ウルトラマンギンガ」････････････････････････	
 （テレビ東京）
	
 月曜ミステリーシアター「名もなき毒」････････････････････････････	
 （TBS）
	
 連続ドラマ W「配達されたい私達」･･･････････････････････････････	
  (WOWOW)
「白衣のなみだ	
  第一部『余命』
」･･････････････････････････････････	
 （東海テレビ）
ドラマ 10「いつか陽のあたる場所で」･････････････････････････････	
  （NHK）
｢Piece｣※レギュラー･････････････････････････････････････････････	
 （日本テレビ）
連続ドラマ W 東野圭吾「分身」第 1 話	
  ･･････････････････････････ (WOWOW)
BS スカパー！開局記念ドラマ 「Oh デビー!」全 4 話･･･････････････	
  （BS スカパー）
「ラストマネー-愛の値段-」第 1 話･･････････････････････････････
（NHK）
「いぬのメリー～幸せを運ぶ伝書犬～」･･･････････････････････････ （BeeTV）
「うぬぼれ刑事」第 7 話･････････････････････････････････････････ （TBS）
「新・警視庁捜査一課 9 係」第 3 話････････････････････････････････ （テレビ朝日）
「トラブルマン」（SABU 監督）･･･････････････････････････････････ （テレビ東京）
「アザミ嬢のララバイ－第 9 話	
  カラダノ記憶」････････････････････ （毎日放送）
「木下部長とボク」･･････････････････････････････････････････････ （日本テレビ）
「ギネ 産婦人科の女たち」････････････････････････････････････････ （日本テレビ）
「スキップ！	
  商店街が生んだアイドル」･･･････････････････････････ （NHK）
「たったひとりの反乱	
  突然の娘の死、医療の壁と闘った 8 年」 ･････ （NHK）
「てやんでい Baby」 ････････････････････････････････････････････ （WOWOW）
「浅草ふくまる旅館」PART1／PART2 ※レギュラー････････････････ （TBS）
連続テレビ小説「どんど晴れ」全 156 話・語り担当･････････････････ （NHK）	
 
「夫婦道」･･･････････････････････････････････････････････････････ （TBS）
「ハッピィ★ボーイズ」 ･･････････････････････････････････････････ （テレビ東京）
「下北サンデーズ」※レギュラー･･･････････････････････････････････ （テレビ朝日）
「魂萌え」※レギュラー･･･････････････････････････････････････････ （NHK）
連続テレビ小説「純情きらり」ゲスト･･････････････････････････････ （NHK）
金曜エンタテメント「津軽海峡ミステリー航路 5」･････････････････ （フジテレビ）
「どんまい！」4 話連続･･･････････････････････････････････････････ （NHK）
「正しい恋愛のススメ」※レギュラー･･･････････････････････････････ （TBS）
「曲がり角の彼女」･･･････････････････････････････････････････････ （関西テレビ）
「3 年 B 組金八先生」第 7 シリーズ・スペシャル XI ※校長先生役･････ （TBS）
「蕎麦屋の噺」･･･････････････････････････････････････････････････ （NHK）
「ヤンキー母校に帰る」
････････････････････････････････････････････ （TBS）
土曜ワイド劇場「警視庁・女性捜査班」･･･････････････････････････ （ANB）
「天体観測」･････････････････････････････････････････････････････ （関西テレビ）
「恋ノチカラ」･･･････････････････････････････････････････････････ （フジテレビ）
「少年たち２」※レギュラー･･････････････････････････････････････ （NHK）
HV サスペンス「コウノトリなぜ紅い」･･･････････････････････････ （NHK）
24 時間テレビ SP「最後の夏休み」･･･････････････････････････････ （NTV）
「ウソコイ」････････････････････････････････････････････････････ （関西テレビ）

【舞台】
18 年

「リトル・ナイト・ミュージック」･･･････････････････････････････････ （作：ヒュー・ホィーラー

17 年

「クラウドナイン」 モチロン・プロデュース	
  ★演出 ･･･････････････
「鯨よ！私の手に乗れ」オフィス 3〇〇･･････････････････････････････
「どどめ雪」月影番外地その 5 ★演出･･････････････････････････････
「八百屋のお告げ」
グループ る・ばる	
  ★演出	
  ･･････････････････････
「書く女」
二兎社･･････････････････････････････････････････････････
「ジャガーの眼 2008」日本の 30 代････････････････････････････････
「蜜柑とユウウツ―茨木のり子異聞―」グループ る・ばる･････････････
「禁断の裸体」･･･････････････････････････････････････････････････
「つんざき行路、されるがまま」月影番外地その 4 ★演出	
  ･･･････････

演出：マリア・フリードマン）

16 年

15 年

14 年

（作：キャリル・チャーチル 演出：木野花）

（作/演出：渡辺えり）
（作：福原充則）
（作：鈴木聡）
（作・演出：永井愛）
（作：唐十郎	
  演出：木野花）
（作：長田育恵	
  演出：マキノノゾミ）
（作：ネルソン・ロドリゲス 演出：三浦大輔）

（作：福原充則）

	
  吉住モータース	
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13 年
12 年

11 年

10 年

09 年
08 年
07 年

06 年
05 年
04 年
03 年

02 年
01 年
～00 年

「夜中に犬に起こった奇妙な事件」･････････････････････････････････
「イーハトーボの劇列車」こまつ座百一回公演････････････････････････
｢祈りと怪物～ウィルヴィルの三姉妹～｣････････････････････････････
「くじけまみれ」月影番外地その 3･････････････････････････････････
「月にぬれた手」オフィス３○○････････････････････････････････････
「夜の森」虚構の旅団 ★作・演出 ･････････････････････････････････
「いのちを詠う－日本の現代詩から－」東日本復興支援リーディング･･･
「春すぎて」ラーニング・ラパン第一回公演 ★演出･････････････････
「月にぬれた手」舞台芸術学院 60 周年記念公演･･････････････････････
「ハーパー・リーガン」････････････････････････････････････････････
「ジェットの窓から手を振るわ」月影番外地その 2 ★演出････････････
「アウェーインザライフ」プロペラ犬×筋肉少女帯･･･････････････････
シス・カンパニー「えれがんす」＠紀伊國屋ホール ･･･････････････････
劇団、本谷有希子	
  第 14 回公演「来来来来来」･･･････････････････････
真心一座	
  身も心も「流れ姉妹	
  たつことかつこ	
  獣たちの夜」･･･････
「友達」
･･････････････････････････････････････････････････････････
「物語が、始まる」 月影番外地 ★演出 ･･･････････････････････････
劇団☆新感線	
  2007 年夏休みチャンピオン祭り
「犬顔家の一族の陰謀～金田真一耕介之介の事件です。
ノート」
･････････
「片づけたい女たち」演劇ユニットグループ る・ばる	
  ★演出･････････
「りぼん」
	
  オフィス３○○････････････････････････････････････････
「しあわせのつぼ」
････････････････････････････････････････････････
「SASORIIX 約束」･･････････････････････････････････････････････
「調教師」
････････････････････････････････････････････････････････
「猫と庄造と二人のおんな」
	
  ★演出 ･･･････････････････････････････
「新・明暗」
二兎社･････････････････････････････････････････････････
「真夏の夜の夢」東京グローブ座	
  ★演出 ･･･････････････････････････
劇団☆新感線「花の紅天狗」	
  主演･････････････････････････････････
「ダブルアルバム」
	
  ★演出････････････････････････････････････････
「りぼん」
	
  宇宙堂 ･･･････････････････････････････････････････････
「幽霊はここにいる」KOKAMI@network･･･････････････････････････
「若草物語」
･･････････････････････････････････････････････････････
「ペーパーマリッジ」
･･････････････････････････････････････････････
「世にも素敵なネバーエンディングストーリー」
･･････････････････････
「ガリレオの生涯」
････････････････････････････････････････････････

（作：サイモン・スティーブンス 演出：鈴木裕美）

（作：井上ひさし	
  演出：鵜山仁）
（作/演出：ｹﾗﾘｰﾉ･ｻﾝﾄﾞﾛｳﾞｨｯﾁ）
（作：福原充則	
  演出：木野花）
（作：渡辺えり	
  演出：鵜山仁）
（作/演出：木野花）
（芸術監督：野村萬斎）
（作：太田善也）
（作：渡辺えり	
  演出：鵜山仁）
（演出：長塚圭史）
（脚本：千葉雅子）
（演出：河原雅彦）
（作/演出：千葉雅子）
（作/演出：本谷有希子）
（作：千葉雅子	
  演出：河原雅彦）
（作：安部公房	
  演出：岡田利規）
（原作：川上弘美	
  脚本：千葉雅子）
（演出：いのうえひでのり）
（作：永井愛）
（作/演出：渡辺えり）
（作/演出：福島三郎）
（作：千葉雅子	
  演出：池田成志）
（作：唐十郎	
  演出：内藤裕敬）
（原作：谷崎潤一郎	
  脚色：内田春菊）
（作/演出：永井愛）
（原作：W・ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ	
  潤色：木野花）
（作：中島かずき	
  演出：いのうえひでのり）
（作：永井愛）
（作/演出：渡辺えり子）
（作：安部公房	
  演出：鴻上尚史）
（演出：松本修）
（作：中谷まゆみ	
  演出：板垣恭一）
（作/演出：河原雅彦）
（演出：松本修）

【TV】
17 年
16 年
15 年
14 年

13 年

12 年
11 年

10 年
09 年
08 年
07 年

	
 

「あしたも晴れ！人生レシピ『セカンドライフの快眠法』
」･････････････････ （E テレ）
「秘密のケンミンSHOW」
･･･････････････････････････････････････････ （日本テレビ）
「団塊スタイル」･･･････････････････････････････････････････････････ （E テレ）
「秘密のケンミンSHOW」
･･･････････････････････････････････････････ （NTV）
「ぴったんこ カン★カン」
･･･････････････････････････････････････････ （TBS）
「団塊スタイル」･･･････････････････････････････････････････････････ （NHK）
「にっぽん原風景紀行」･････････････････････････････････････････････ （BS ジャパン）
「ボクらの時代」･･････････････････････････････････････････････････ （フジテレビ）
「遠くへ行きたい」第 2212 回『美しの里山 秘伝の味探し』･･･････････ （日本テレビ）
「日本ほのぼの散歩 2 時間スペシャル『世界遺産と国宝に出会う 古都・奈良』
」（BS11）
東北 Z「サンドウィッチマンのどうなってる？『被災地の住まい』
」･････ （NHK 仙台）
「L４YOU!」･････････････････････････････････････････････････････ （テレビ東京）
「にっぽん原風景紀行」
第 247 景・第 248 景･･･････････････････････････ （BS ジャパン）
「あさイチ〜プレミアムトーク・あまちゃん総集編〜」････････････････ （NHK）
「地球イチバン
『世界一の油絵村〜中国』」
････････････････････････････ （NHK）
「SMAP×SMAP『ビストロ SMAP』
」･･････････････････････････････ （フジテレビ）
「はなまるマーケット『はなまるカフェ』」
････････････････････････････ （TBS）
「伝えてピカッチ」
････････････････････････････････････････････････ （NHK）
「出没！アド街ック天国」
･･････････････････････････････････････････ （テレビ東京）
「スタジオパークからこんにちは」
･･････････････････････････････････ （NHK）
「カミングアウトバラエティ	
  秘密のケンミン SHOW」･･･････････････ （YTV）
「怪傑えみちゃんねる」
････････････････････････････････････････････ （KTV）
「にじいろジーン」
････････････････････････････････････････････････ （KTV）
「二人の食卓」
････････････････････････････････････････････････････ （テレビ朝日）
「週刊ブックレビュー」･･････････････････････････････････････････ （NHK BS）
「カミングアウトバラエティ	
  秘密のケンミン SHOW」･･･････････････ （YTV）
「柳家喬太郎の粋ダネ！」
･･････････････････････････････････････････ （BS11）
「カミングアウトバラエティ	
  秘密のケンミン SHOW」･･･････････････ （YTV）
「世直しバラエティー	
  カンゴロンゴ」
･･････････････････････････････ （NHK）
「hito ～今を生きるあなたへ」･････････････････････････････････････ （TBS）
「にっぽん釣りの旅」
･･････････････････････････････････････････････ （NHK－BShi）
吉住モータース	
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06 年

「わたしが子どもだったころ～桂歌丸篇」
････････････････････････････
「スジナシ」
･･････････････････････････････････････････････････････
「週刊ブックレビュー」 ･･････････････････････････････････････････
「熱血！平成教育学院」･･･････････････････････････････････････････
「世界わが心の旅～サラエボ」
･･････････････････････････････････････
「週刊ブックレビュー」	
  司会･････････････････････････････････････
「遠くへ行きたい」･･･････････････････････････････････････････････
「日本の伝統芸能」･･･････････････････････････････････････････････

（NHK－BShi）
（CBC）
（NHK BS）
（フジテレビ）
（NHK－BS2）
（NHK 衛星）
（日本テレビ）
（NHK 教育）

明治「R-1」 ････････････････････････････････････････････････････
花王「ウルトラアタック Neo 」･･･････････････････････････････････
ユースキン hana「うるおいのバトンリレー」(WEB-CM)･･････････････
KINCHO「虫コナーズ『落とし穴篇』
」･･････････････････････････････
「AEON～母の日 編」 ･･･････････････････････････････････････････
「NTT DoCoMo 九州」･･･････････････････････････････････････････
「カロリーメイト」･･･････････････････････････････････････････････
「タンスにゴン」･････････････････････････････････････････････････
「ヴィックスドロップ」
････････････････････････････････････････････
「大塚食品・ボンカレー」･･････････････････････････････････････････
「資生堂トリートメントカラーリンス」･････････････････････････････

（監督：今村直樹）
（監督：門田陽）
（監督：高田雅博）
（監督：市川準）
（監督：川崎徹）

「NONFIX	
  美しさ＝やせている？～美と摂食障害～」･･･････････････
「花嫁のれん」第３シリーズ･･･････････････････････････････････････
「花嫁のれん」第２シリーズ･･･････････････････････････････････････
「花嫁のれん」第１シリーズ･･･････････････････････････････････････
連続テレビ小説
「どんど晴れ」全 156 話	
  語り担当････････････････････

（フジテレビ）
（フジテレビ）
（フジテレビ）
（フジテレビ）
（NHK）

「大竹まことゴールデンラジオ」
････････････････････････････････････
「ラジオ深夜便」･････････････････････････････････････････････････
「旅ラジ」･･･････････････････････････････････････････････････････
「日曜喫茶室『小さな自然	
  庭の不思議』」･･･････････････････････････
「大沢悠里のゆうゆうワイド」
･･････････････････････････････････････
くにまるジャパン
「ラジオバイオグラフィ	
  ５冊のアルバム」
･･････････
｢ラジオ深夜便｣･･････････････････････････････････････････････････
志の輔ラジオ「落語ＤＥデート」･･･････････････････････････････････

(文化放送)
(NHK)
(NHK)
（NHK-FM）
（TBS）
（文化放送）
（NHK）
（文化放送）

【CM】
17 年
16 年
14 年
06 年
02 年
01 年
～00 年

【ナレーション】
14 年
11 年
10 年
07 年
【ラジオ】
17 年
16 年
14 年
13 年
12 年
10 年
【その他】
11 年～12 年
10 年

映画評「婦人画報」楽市楽座－今月の映画	
  ････････････････････････ （偶数月担当）
パルコトークショー「What’s Tokyo Culture!? トーク＆ギグ」････････
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