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田中好子
Profile
本名： 小達 好子
生年月日： 昭和３１年４月８日（牡羊座）
出身地： 東京都
血液型： Ａ型
昭和４８年、キャンディーズの一員として『あなたに夢中』で
レコードデビュー。
『春一番』、『微笑がえし』などのヒット曲を出し、昭和５３年
解散。
昭和５５年より女優として仕事を再開。
平成元年に主演した映画『黒い雨』で数々の主演女優賞を受賞。
女優業の側ら、厚生省・公衆衛生審議会委員、エイズ予防財団・
日本エイズストップ基金運営委員、国立国際医療センター・顧問、
化学物質評価研究機構・評議員、東京ダンス＆アクターズ専門学校・
名誉学校長、大阪ダンス＆アクターズ専門学校・名誉学校長を歴任。
また趣味は、平成１５年から片岡鶴太郎氏に師事して始めた墨彩画。
平成２３年４月２１日他界。
《女 優 歴 主な作品》
【映画】
昭和５５年 松竹「土佐の一本釣り」主演（前田陽一監督）
昭和５７年 松竹「つっぱり清水港」（前田陽一監督）
東宝「ひめゆりの塔」（今井正監督）
昭和５８年 東宝「真夜中のボクサー」（高橋三千綱監督）
昭和６０年 東映「夢千代日記」（浦山桐郎監督）
平成 元年 東映「黒い雨」主演（今村昌平監督・カンヌ国際映画祭高等技術委員会賞作）
東宝「ゴジラＶＳビオランテ」主演
平成５年 ヘラルド「お墓と離婚」（岩松了監督）
平成６年 「さくら」（神山征二郎監督・９３モントリオール国際映画祭特別招待作品）
平成８年 松竹「サラリーマン専科」（朝原雄三監督）
平成９年 松竹「サラリーマン専科・単身赴任篇」（朝原雄三監督）
平成１０年 東映「友情 
FRIEND SHIP
」（和泉聖治監督）
平成１１年 「学び座」（斎藤耕一監督）
東映「鉄道員（ポッポヤ）」（降旗康男監督）
平成１２年 東宝「リング０ バースデイ」（鶴田法男監督）
平成１５年 「夢 追いかけて」（花堂純次監督）
「鏡の女たち」（吉田喜重監督・０２‘カンヌ映画祭特別招待作品）
平成１６年 「草の乱」（神山征二郎監督）
平成１７年 角川大映「インストール」（片岡Ｋ監督）
平成１８年 「ありがとう」主演（万田敏雄監督）
ワーナーブラザース「ブレイブ ストーリー」（アテレコ初挑戦）
平成１９年「０からの風」主演（塩屋俊監督）
「親父」（千葉真一・井出良英 ダブル監督）
東宝「スマイル」（陣内孝則監督）
「田中徳三監督 少年河内音頭取り物語」（田中徳三監督）
平成２０年「奇跡の海」（松生秀二監督）
「明日への遺言」（小泉尭史監督）
【ドラマ】
昭和５５年 ＡＮＢ 「欽ちゃんのどこまでやるの」
ＡＮＢ 「虹子の冒険」主演
昭和５６年 ＮＴＶ 木曜ゴールデン劇場「新・哀しみは女だけに」
ＮＨＫ 大河ドラマ「おんな太閤記」
ＣＸ 「愛のホットライン」

ＴＢＳ 「ぼくらの時代」
ＣＸ 花王名人劇場「名物タクシー奮戦記」（～５８年）
昭和５７年 ＮＴＶ 「あっけらかん」
ＴＢＳ 「幸福の黄色いハンカチ」
昭和５８年 ＡＮＢ 「さらば女ともだち」
ＮＨＫ 大河ドラマ「徳川家康」
ＮＨＫ 銀河テレビ小説「今ぞ恋しき」主演
昭和５９年 ＮＨＫ 連続テレビ小説「おしん」
ＴＢＳ 「金曜日の妻たちへⅡ 男たちよ、元気かい！？」
ＮＴＶ 「瑠璃色ゼネレーション」主演
昭和６０年 ＮＨＫ 連続テレビ小説「心はいつもラムネ色」
ＣＸ 「親戚たち」
昭和６１年 ＡＮＢ 月曜ワイド劇場「さりげらしく結婚」主演
ＣＸ 「わたしの可愛いひと」
ＮＴＶ 「白虎隊」
昭和６２年 ＡＮＢ 月曜ドラマ９「湯けむり街の聖母たち」主演
ＮＨＫ 銀河テレビ小説「おんなの時代」
ＮＴＶ 「みんなマドンナ」
ＮＴＶ 「銭形平次」
昭和６３年 ＮＨＫ 銀河テレビ小説「親の出る幕」主演
平成元年 ＴＢＳ ドラマ２３「いまさら初恋」主演
ＮＴＶ 水曜グランドロマン「やさしい報復」主演
平成２年 ＮＨＫ 大河ドラマ「翔ぶが如く」
ＣＸ 男と女のミステリー スペシャル「ガラスの壁」主演
ＴＸ 「泥棒に手を出すな！」主演
平成３年 ＮＨＫ ドラマスペシャル「ヤン・レツル物語」（チェコスロバキアとの合作）
ＮＨＫ 連続テレビ小説「君の名は」
ＣＸ 終戦記念スペシャル「ＮＡＳＡ・未来から落ちて来た男」
平成４年 ＴＢＳ 北海道放送４０周年記念ドラマ「北の夢」主演
ＣＸ 「風車の浜吉捕物綴」
ＣＸ 「交通警察の夜」主演
平成５年 ＮＴＶ 「闇を斬る！ 大江戸犯科帳」
ＣＸ ドラマスペシャル「秋の駅」主演
ＮＴＶ 時代劇スペシャル「荒木又右衛門」
ＴＢＳ 「憎しみに微笑んで」
平成６年 ＮＴＶ 土曜グランド劇場「家なき子」
ＫＴＶ 「冬の訪問者」
平成７年 ＣＸ 金曜エンターテイメント「息子よ甦れ！」主演
ＮＨＫ 放送７０周年記念番組・日中共同制作ドラマ「大地の子」
ＮＨＫ 土曜ドラマ「刑事」
ＮＨＫ 連続テレビ小説「走らんか！」
平成８年 ＮＨＫ 特集ドラマ「鳥帰る」主演
平成９年 ＡＮＢ 月曜ドラマイン「ふたり」
ＣＸ 「ビーチ・ボーイズ」
平成１０年 ＮＨＫ 土曜ドラマ「風になれ鳥になれ」
ＴＸ 「飛んで火に入る春の嫁」
ＣＸ 「神様、もう少しだけ」
ＮＨＫ 水曜ドラマ「ふたつの愛」主演
平成１１年 ＮＴＶ 火曜サスペンス劇場「海の道」主演
ＮＨＫ 「終のすみか」（芸術祭参加作品）
ＡＮＢ 木曜ドラマ「てっぺん」
平成１２年 ＮＴＶ 火曜サスペンス劇場「妻たちの戦争」主演
平成１３年 ＮＨＫ 連続テレビ小説「ちゅらさん」
ＮＴＶ 火曜サスペンス劇場「あのひとの髪」主演
ＣＸ 「
PLATONIC SEX 
」
ＹＴＶ 「本家のヨメ」
平成１４年 ＮＴＶ 火曜サスペンス劇場「あのひとの匂い」主演
ＣＸ 金曜エンターテイメント「天使の歌声」
平成１５年 
NHK 
「ちゅらさん２」
ＮＴＶ 火曜サスペンス劇場「料理講師 奥瀬かほり」主演
ＮＨＫ 「老いてこそなお」（芸術祭参加作品）
ＣＸ 金曜エンタテイメント「神様、何するの…」
平成１６年 ＮＨＫ 「ちゅらさん３」
平成１７年 ＮＨＫ 金曜時代劇「華岡青洲の妻」
ＴＢＳ テレビ放送５０周年ドラマ特別企画「赤い疑惑」
ＴＸ 水曜ミステリー９「二つの嘘」主演

ＮＴＶ 「料理講師 奥瀬かほり２」主演
平成１８年 ＦＢＳ「瞳スーパーデラックス」
ＮＴＶ「たったひとつの恋」
平成１９年 ＮＨＫ「ちゅらさん４」
ＮＴＶ 火曜ドラマゴールド「私の頭の中の消しゴム」
ＴＸ「よろずや平四郎活人剣」
ＴＢＳ「彗星物語」主演
平成２０年 ＴＸ「不在宴会」
ＮＴＶ「正義の味方」
平成２１年 ＡＮＢ「逆転夫婦の珈琲ワルツ」主演
ＣＸ土曜プレミアム「上地雄輔ひまわり物語」
ＣＸ金曜プレステージ「嫁の座」主演
ＣＸ「東京ＤＯＧＳ」
平成２２年ＭＢＳ「筆談ホステス」
ＮＨＫ「てのひらのメモ」主演
【テレビ その他】
平成１５年 ＮＨＫ 「趣味悠々」鶴太郎流墨彩画塾
平成１６年 ＮＨＫ 「鶴太郎流描き初めスペシャル」
ＮＨＫ 「趣味悠々」新鶴太郎流墨彩画塾
平成１７年 ＮＨＫ 「鶴太郎流描き初めスペシャル２」
ＮＨＫ 「趣味悠々」続鶴太郎流墨彩画塾
平成２１年 ＣＸ

「森のささやき」ナレーション

【受賞歴】
○１９８９年度 報知映画賞 最優秀主演女優賞
○８９年度 毎日映画コンクール 女優主演賞
○第３２回 ブルーリボン賞 主演女優賞
○８９年度 キネマ旬報賞 主演女優賞
○第４回 高崎映画祭 主演女優賞
○第１３回 日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞
○第７回 わかやま市民映画祭 主演女優賞
○１９８９年 全国映連賞 女優賞
以上 映画「黒い雨」にて受賞
○平成５年 放送文化基金 演技賞
「秋の駅」にて受賞
【舞 台】
昭和６０年 「佐渡島他吉の生涯」 東京宝塚劇場
「スヌーピー！！！」 シアターアプル
昭和６１年 「屋根の上のヴァイオリン弾き」 帝国劇場
平成２年 「佐渡島他吉の生涯」（再演） 東京宝塚劇場
《公式ホームページ》
http://www.tanakayoshiko.com
/
平成２４年４月８日

田中好子の遺志を継ぎ、田中好子“いつもいっしょだよ”基金

設立

