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※ハ ラ ト 所は、本プレスリリースのみの特別情報です。

『ビギル 勝利のホイッスル』
（原題：BIGIL/ 2019 年/ タミル語）
監督： トリ
出演：ヴ ジャ （サルカール １票の革命）
、ナヤンターラ
（永 の ）
、ヨーギ・バーブ（サルカール １票の革命）
花形サッカー選手だったマ ケルは、友人に代わり女子サッカー
州代表チームの監督となり、全国大会に進出する。女性の ンパ
ワーメントをテーマに える一方、ラジニカーントに並ぶ人気を
るヴ ジャ のダンス、 クション、一人二役も盛り込み、見
どころ満 。2019 年の大ヒット作。
※日本語字幕 初上

『ストゥリー 女に われた町』
（原題：STREE/ 2018 年/ ヒンデ ー語）
監督： マル・カ シュク
出演：ラージクマール・ラーオ（バレーリーのバルフ ）
、シュ
ラッダー・カプール（サーホー、きっと、またあえる）
りの季 になると女の

（スト リー）が現れ、若い男性を

さらうという伝説がある町。仕立屋のヴ ッキーはある日、 め
いた女性に出会う。その 、ヴ ッキーの友人が

にさらわれ

る。グローバル化したゾンビのコメデ 『 ンド・オブ・ザ・デッド』
（2013 年）を監督した、ラージ・
ニデ モールー ＆ クリシュナ DK がプロデュースと 本を手がけたゴーストホラー。2018 年の大ヒット
作。
※日本初上
『無職の大 』
（原題：VELAIILLA PATTADHARI/ 2014 年/ タミル語）
監督：ヴ ールラージ
出演：ダヌシュ（クローゼットに じ込められた の 想天外な
）
、サムドラカニ（カーラ 黒い の闘い）
、 マラ・ポール
（神さまがくれた ）
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大学で土木工学を学んだラグヴ ランは、花形の IT 専攻でなかったばかりに職が見つからない。ようやく
チャンスを むが、大手建設会社の御 司と対決する。 ンド 画定番の「職のない若者」をダヌシュが好
演した、 やかで

な一作。公開年に大ヒットし、南 ンドの主要な 画 で 優 、作品 、音楽 な

ど多数受 した。
※日本初上

『結 は 重に！』
（原題：SHUBH MANGAL ZYADA SAAVDHAN/ 2020 年/ ヒンデ ー語）
監督：ヒテーシュ・ケワルヤー
出演： ーユシュマーン・クラーナー（ 目のメロデ ）
、ジー
テンドラ・クマール
かに愛を育んでいたカールテ クと マン。 マンが の結
式のため帰 した時、二人の関係が の に知られてしまう。両
親に らえず、 マンは許 との結 を

するが……。 ンド

最高裁判所は 2018 年 9 月、同性間の性行 を「不自然な違法行 」と定めた 法第 377 条を 法違反と
判決を下した。LGBT の人々が自由に愛し合う権利が認められるようになり、以後、同性カップルが登場す
る作品がメジャー作品としても公開されるようになった。本作は公開時に「 気なコメデ の最後に、愛と
受容についての力強いメッセージがある」
（フ ルムフ

）等と好評価を受けた。

※日本語字幕 初上
※ 法無効というのは「 法そのものの正当性を問う考え方」の意味。また LGBT

画は 2018 年以前にも

小規模に公開され続けてきていた。

『お気

アトレヤ』
（原題：AGENT SAI SRINIVASA ATHREYA/ 2019 年/ テルグ語）
監督：スワループ R. S. J.
出演：ナヴ ーン・ポリシ ッテ （きっと、またあえる）、シ
ュルテ ・シャルマー
業を始めた トレヤは、レ プ殺人事件を調査するうちに、
線路 で身元不明死体が多数見つかる別の 事件に め取られ、
自身が容疑者となる。
『きっと、またあえる』にも登場のナヴ

ーン・ポリシ ッテ 主演のユーモ

画。 わせるだけではなく、 ンド特有の事情に根差した 罪

の るべき実態についても く切り込む、考え抜かれた 本が見事。今年 1 月に行なわれた ZEE シネ・
ワード（テルグ語部門）で、デビュー監督 、特別作品 などを受 。
※日本初上
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『 め』
（原題：SHUDDHI/ 2017 年/ カンナダ語）
監督： ーダルシュ. H.
出演：ニ

ーシュワラッパ

ーデ タ、ローレン・スパルターノ

ンドを訪れた米国人女性が、バンガロールで

を入手する。

そこからマ ソール、マンガロールと、一見ただの観光 行に
みえるその行程は、危険な使命を帯びた だった。 ンドに根
深い「女性への 力」の問題と向き合う一作。レ プやモラ
ル・ポリシング、性 罪を裁く法 の不備といった社会問題への告発に、戦うヒロ ンを導く教えとしてヒ
ンド ー教の神話を重ね合わせる 象的な構成。 画メデ

「フ ルム・コンパニオン」が選ぶ、

「2010 年代のカンナダ語 画ベスト 25」にランク ン。
※日本初上

『ジャパン・ロボット』
（原題：ANDROID KUNJAPPAN VERSION 5.25/ 2019 年/ マラヤーラム語）
監督：ラテ ーシュ・バーラクリシュナン・ポド ヴ ール
出演：サ ビン・シャーヒル（ナ ジ リ のスーダンさん、
チャーリー）
、スラージ・ヴ ニャーラムード（ ブ、 ダム
の 子）
ケーララ州の 田 にやってきた日本製ロボット。 固 人の
心はロボットの登場によって変化し、一人 子との関係も ら
ぎ始める。着ぐるみ感満 のロボット、中国風 BGM と共に登
場する「日系」ヒロ ンなど、 力系コメデ に見せかけて、現代のケーララ社会への い

を 所に

りばめる。サ ビン・シャーヒルとスラージ・ヴ ニャーラムード、二人の性格 優の演技も見もの。ニュ
ー・ ンデ

ン・ クスプレスは「今年最高の 画の一つ」と高く評価した。

※日本初上

『ウイルス』
（原題： VIRUS/ 2019 年/ マラヤーラム語）
監督： ーシク・ ブ
出演：レーヴ テ （マルガリータで 杯を！）
、パールヴ
テ （チャーリー、バンガロール・デ ズ）
、クンチャーコ
ー・ボーバン
原因不明の高 と

で病院に運び込まれた男性は、程なく死

する。2018 年にケーララ州北部で発生したニパ
。20 年前にマレーシ で初めて確認されたニパ

ルス感
ルス
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感

は、ケーララでは全く未知のものだった。原因究明と感 拡大防止に努めた対策本部、治療に当たっ

た医療従事者らを く

ドラマ。実話に基づくメデ カル・スリラー。公開時に大ヒットし、多くの 画

を受 した。
※日本語字幕 初上

『 の名はパリエルム・ペルマール』
（原題：PARIYERUM PERUMAL/ 2018 年/ タミル語）
監督：マーリ・セルヴ ラージ
出演：カデ ル、 ーナンデ 、ヨーギ・バーブ
弁護士を目指し法科大学に進学したパリ ルム・ペルマール。
ダリト（不可 民）出身の は、 良くなった女子学生の親族
から激しい差別を受ける。 ンド社会の 部であるカースト問
題を、圧倒的なリ リズムと 想的表現で いた名作。製作は
『カーラ 黒い の闘い』
（IMW2019 で上 ）のパー・ランジット監督。数々の 画 に いた力強い社会
派ドラマ。
※日本初上

『

の女優 サーヴィトリ』
（原題：NADIGAIYAR THILAGAM / 2018 年/ タミル語）
監督：ナーグ・ シュ

ン

出演：キールテ ・スレーシュ（サルカール １票の革命）
、ド ルカ
ル・サルマーン（ スタード・ホテル、チャーリー）
、サマンタ・
ッキネーニ（マッキー）
タミル語 画だけでなく、かつては南 ンドの全ての言語の 画が製
作されていた「 画の都マドラス」
（現チ ンナ ）
。1940 年代末、
女優になろうとそこにやって来た少女サーヴ トリ。小さな役を求め
て 走していた 女は、数年の後に大スターとなっていた。1950 年
代から 80 年代にかけての南 ンドの 画界を 台にした、実在の大
女優の一代記。注目のナーグ・ シュ

ン監督による、ノスタルジックな伝記的フ クション。

なソングと古 画再現シーンが見もの。本作はタミル、テルグ 2 言語で製作され、ナーグ・ シュ

ン

監督の 語であるテルグ語でのバージョン『MAHANATI』は主要な 画 を総ざらいした。
※日本初上
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