インディアンムービーウィーク2021 パート 3 @ シネ・リーブル梅田
映画大国として知られるインドから、日本未公開作品を中心に、ヒット作、話題作を紹介します。このたびの「パート 3」では、日本初上
映に過去の人気作品を加え、見逃せないラインナップを取り揃えました。

あの時にもう一度

  

タイムトラベルで見つけた、大切なもの
大学で数学を教えるジャイは、幼馴染の
女性ディヤからプロポーズされ結婚を決め
る。式の 2日前、特別研究員のオファーを
受けたジャイは結婚を悩み始め、ディヤと
口論となる。ヤケ酒をあおり眠りから覚め
©Dharma Productions ©Excel Entertainment
ると、そこは結婚後の未来だった。タイムト
監督：ニティヤ・メヘラー
出演：シッダールト・マルホートラ、カトリーナ・
ラベルの中で、彼は結婚が破綻することを
カイフ、サヤーニー・グプター
2016 年 / ヒンディー語 / 141 分
知り、後悔し始める…。チャーミングな音
映倫申請中（インドでは PG12 相当）
楽にのせた、爽やかなSFロマンス。
日本初上映 ドラマ ロマンス ダンス

無職の大卒 ゼネコン対決編

僕はドナー

  

©Eros Worldwide ©J.A. Entertainment ©Rampage Motion Pictures ©Rising Sun Films

監督：シュジト・ショルカル
出演：アーユシュマーン・クラーナー、
ヤーミー・ガウタム 、アンヌー・カプール
2012 年 / ヒンディー語 / 126 分
映倫申請中（インドでは PG12 相当）
IMW初上映 ドラマ ロマンス ダンス

「精子ドナー」青年の恋と結婚
不妊治療医のチャッダー医師は、優良な精
子ドナーが見つからず、治療の失敗が続い
ていた。あるとき無職の青年ヴィッキーと
出会い、ドナーとなってもらう。彼は「超優
良」なドナーで、チャッダー医師は次々に不
妊治療を成功させていく。ヴィッキーは精
子ドナーであることを隠し、銀行員のアシマ
と結婚するが…。多くの映画賞に輝いた、
アーユシュマーンの映画デビュー作。

バジラーオとマスターニー





主人公は再び無職に
建設会社への就職を果たしたラグヴァラン
は、スラム再 開 発プロジェクトでの仕 事で
設計・建設賞の最優秀技師賞を受賞。大
手のワスンダラ建設から引き抜きのオファー
を受けるが、
ラグヴァランは自分を拾ってく
©V. Creations, ©Wunderbar Films
れたアニタ建 設への義理を通すために断
監督：サウンダリヤー・ラジニカーント
出演：ダヌシュ、カージョル、アマラ・ポール、 る。怒りに火が点いたワスンダラから執 拗
サムドラカニ、ヴィヴェーク
な攻撃を受け、
ラグヴァランは再び無職に
2017 年 / タミル語 / 125 分 / G
となる。人気作品『無職の大卒』の続編。
ドラマ アクション ダンス

戦場で芽ばえ、宗教に阻まれる愛
18世紀、インド中西部のマラーター王国の
宰相兼将軍バジラーオは、遠征先で、兵士
として戦うマスターニと出逢う。彼女の勇
ましさを称えようとバジラーオは短剣を贈
る。彼女が育った文化では、それは求婚を
©Bhansali Productions, ©Eros Worldwide
意味していた。バジラーオには妻がおり、
マ
監督：サンジャイ・リーラー・バンサーリー
出演：ディーピカー ・パードゥコーン、ラン スターニーはイスラーム教徒だったため、
ヴィール・シン、プリヤンカー・チョープラー 彼女は日陰者として扱われる。豪華絢爛の
2015 年 / ヒンディー語 / 158 分 / G
映像美で圧倒する歴史ドラマ。
ドラマ ロマンス ダンス

ジョンとレジナの物語

鼓動を高鳴らせ

 

   

愛に挫折しても、人生は続いて行く
お見合いで結婚したジョンとレジナ。新郎
新婦はどちらも、親の説得に負けて不本意
に形ばかりの結婚生活に入ったのだった。
ある時ジョンは、レジナが過去にスーリヤ
という男と愛し合っていたことを知る。レジ
©A. R. Murugadoss productions, ©Fox STAR Studios, ©Next Big Film
ナも、ジョンとキールタナという女性の悲
監督：アトリ
出演：アーリヤー、ナヤンターラ、ジェイ、 恋の過去を知る。お互いの過去を知り、２
ナスリヤ・ナシーム、サティヤラージ
人の心には変化が起こるが…。ヒットメー
2013 年 / タミル語 / 164 分 / G
カー監督、アトリのデビュー作。
ドラマ ロマンス ダンス

飼い犬だけが知る、富豪家族のホンネ
大富豪のメヘラ夫妻は、結婚 30 周年の記
念として、知人を招きトルコ、ギリシャを周
るクルーズ船の旅に出る。夫は会社を経
営し、２人は理想の夫婦に見られていた。
だが、会社は倒産の危機で、夫婦仲はすで
©Excel Entertainment, ©Junglee Pictures
に破綻。娘、息子にも悩みがあった。家族
監督：ゾーヤー・アクタル
出演：アニル・カプール、プリヤンカー・チ の本音を、飼い犬の視点を通じてつづる。
ョープラー、ランヴィール・シン
ゾーヤー・アクタル監督（人生は二度とな
2015 年 / ヒンディー語 / 174 分 / G
い）が手がけた旅ドラマ。
ドラマ ロマンス ダンス

デーヴィド 二つの物語

心のままに

 

旧約聖書の物語に重ね合わされた物語
19 9 9 年のムンバイと 2010 年のゴア、異
なった時代の二つの土地に生きる、デー
ヴィドという２人のクリスチャンの男。ムン
バイのデーヴィドは台頭するヒンドゥー原
理主義に直面し、暴力に打ちひしがれる。
©Reliance Entertainment
ゴアのデーヴィドは、呑気に遊び暮らす中
監督：ビジョーイ・ナンビヤール
出演：ヴィクラム、ジーヴァー、ナーサル、 で、消えていた恋心が再び芽吹きはじめ、
タブー
心を騒がせる。旧約聖書のダビデ王の物
2013 年 / タミル語 / 127 分 / G
語がうっすらと重ね合わされる。
ドラマ ロマンス ダンス

ラジニムルガン    

©Thirupathi Brothers

監督：ポンラーム
出演：シヴァカールティケーヤ
ン、キールティ・スレーシュ、ラ
ージキラン、スーリ
2016 年 / タミル語 / 155 分 / G
アンコール上映 コメディ ダンス

上映スケジュール 2022.
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無職の大卒
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フライング・
ジャット

極楽トンボのハッピーライフ
無職のラジニムルガンは幼い
頃に親同士の約束で婚約し
たものの解消させられたカー
ルティカに再会し、あの手こ
の手の求愛を試みる。一方、
豪邸の売却を試みる彼の祖
父のもとに法定相続人を名乗
る男が現れ、波乱が起こる。
歌と踊り満載のコメディ。
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ラジニ
ムルガン

フライング・ジャット

©Balaji Motion Pictures

監督：レモ・デソウザ
出演：タイガー・シュロフ、ジャ
クリーン・フェルナンデス、ネ
イサン・ジョーンズ
2016 年/ヒンディー語 /149 分/G
アンコール上映 アクション・コメディ ダンス



ヒーロー成長物語
武術教師アマンは、悪徳企業
の暴挙からシク教徒のご神木
を守り抜いたことで、超人的
な力を得る。アマンは「フライ
ング・ジャット」
としてヒーロー
経験を積みながら町の治安を
守り、町の破壊を企てる悪徳
企業と対決する。コメディ満
載のヒーロー・アクション。

毎日 18 : 00より上映
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デーヴィド
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上映劇場

シネ・リーブル梅田

JR［大阪駅］
・地下鉄御堂筋線［梅田駅・阪急梅
田駅］徒歩約 9 分
大阪府大阪市北区大淀中 1-1- 88
梅田スカイビルタワーイースト 3・4F
☎ 06 - 6440 - 5930

料

金

一般のみ 1,900 円
その他割引・サービスは通常通り。
※毎週水曜 1, 200 円、1 日 1, 200 円となります。
※特別興行のため、招待券・株主優待券はご使用いただけません。
※全席指定 / 入替制。

チケット販売
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恋人は夫にふさわしいのか
アムリトサルに暮らす女性ルミーは、ヴィッ
キーと情熱的な恋愛関係にある。結婚を
はぐらかすヴィッキーに不信感を抱いたル
ミーは、お見合いでロビーと結婚する。惑
いが消えないルミーと、去った恋人の存在
©Colour Yellow Productions, ©Phantom Films
の大きさに気づいたヴィッキー、ルミーの
監督：アヌラーグ・カシャップ
出演：タープシー・パンヌー、アビシェーク・ 心の変化を待つロビー。バイオレントな作
バッチャン、ヴィッキー・コウシャル
品で知られるアヌラーグ・カシャップ監督
2019 年 / ヒンディー語 / 156 分 / G
による結婚ドラマ。
ロマンス ダンス

鼓動を
高鳴らせ

心のままに
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劇場窓口またはネット予約にて、ご鑑賞日の 2 日前からお求め
いただけます。
▶ https://ttcg.jp/cinelibre_umeda/
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