
☆チェンナイ・エクスプレス (原題：Chennai Express) マサラマニュアル 

～男はつらいよ、愛と勇気のトラさん四十男は純情軟派編～   --Ver.1 14.12.24 

<登 場 人 物> 

ラウル (シャールク・カーン) ミナマ (ディーピカ・パドゥコーン) 

ワタクシ生まれも育ちも印度国デリーです。

ムンバイで産湯(映画デビュー)に浸かり 性

はキング、当たり役名はラウル、人呼んで梵

林のタイガー(トラ)、キング・カーンと発しま

す。とかく北(カシミール)に行きましても、南

(スリランカ)に行きましても 土地土地のお姐

さん（マドンナ？ジュヒーにマドゥリにカジョル

に）さんに おやっさん(ラジニジー アミターブジー)に お兄貴(バイヤー、ジャ

ッキー)さんに ごやっかいかけがちになる若造です。以後 見苦しき鼻面体お

見知りおかれまして 向後万端ひきたってよろしくおたの申します。  

 1965年 11月 2日インドのニューデリー出身の俳優。1988年にテレビドラマ

から、ボンベイ（現在のムンバイー）に移住し、映画スターとしてのキャリアをス

タートする。90年代以降のインドでトップを走り続ける 3 カーンの一人、ビック

スター。イスラムで嫁はヒンドゥ 二男一女有。世界で最も成功したワールドワ

イドな俳優として長者番付にも名前が載る。欧州、アフリカ、東南アジア、北米

南米と、世界規模にファンがおり King Khanの名を知らない者はいない。彼の

ツイッターフォロワー数は、2014年秋に 1000万フォロワーを越え。ハリウッド

はキリスト教圏価値観の文化だが、それ以外の文化圏の映画スターとして、

またインドでは映画一族出身では無いところからのスターダムは稀で、90年

代以降、最も名を馳せたインドスターであり、ワールドワイド・アイコン。 

ワタシ、7年前のにお父さんに出会ってか

ら、あの時は炎の中にいるのもやけどだら

けで辛かったけどお父さんの励ましもあっ

て、七年ぶりにお父さんの相手役として帰っ

てきたわ。あの時はよちよち歩きだったけ

ど、ようやくトップ女優としてヒロインをこなせ

るくらいには成長したかしら。これもお父さん

の温かい見守りのお陰。サクラはお父さんがいつまでも元気でいてくれたら、

それでいいの。きっとお父さんのことだから世界中、西に東にいつものように

のべつくまなくワーカホリックしているのかしらね。あのねお父さん、辛いことが

あったらいつでも帰ってきていいのよ。サクラいつでもお父さんのことここで待

ってるから・・・って、さしづめ前田吟＝ランヴィールシンかｗ(違っ) なんとなく

語感が似てるｗｗ だからなんで寅さんネタｗｗ 

 1986年 1月 5日生デンマーク・コペンハーゲン生まれ、バンガロール育ち。

大学時代モデルから 2006にカンナダ映画で女優デビュー。翌 2007に映画

『Om Shanti Om（恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム）』でボリウッド（北イ

ンド映画）で新人でシャー・ルク・カーンと共演するヒロインに抜擢されて鮮烈

なデビューを果たす。そして女優としてキャリアを重ね、2013年には主演女優

賞を総なめにし、名実ともにトップ女優となった。未婚、現在俳優ランヴィー

ル・シンと熱愛中との話。 

 

<マサラ・ポイント>・・・ツッコミどころともいう(笑) ピンクは、みんなで突っ込めるところ 紫はマニアなツボに分類 

 シャールク、インド映画やネタをどこまであなたはマニアックに突っ込めるか？難易度高いぞっ！わかんねぇーっ！！ｗｗ あんまり写真を紹介

しすぎても内容観ちゃうし、ネタバレし過ぎてもつまらないだろうし、む、難しい…orz ツッコミポイントが多彩な南インド風なドタバタコメディ。

クラッカーもいいけどパフパフ♪っていうのも有りかも？。ダンス踊れるシーンは 3か所。出来るだけストーリーには触れないようにつとめました。 

(ク)クラッカー (笛)指笛ヒューヒュー (ダ)ダンスタイム (拍)拍手 (掛)掛け声、ツッコミ（手)手拍子 (ブ)残念鐘やブザー 

(紙)紙吹雪 (空耳)(台)台詞 (パフ)パフパフ♪ アイテム：太鼓、鐘、鎌、シャベル、ルンギ、インド服、NOKIAも可ｗ 

 シーン クラッカー等映画初見 小ツボ 時々、関西弁な空耳、大ツボ . 

0 

 

(ク)(掛)「レッドチリーー！」「エロスー」 

お好きなツボでご声援、もしくはクラッ

カーを。 

この映画の献辞クレジットには、大物スター

のお名前が！そこもチェック！ 

1 

  

何故、ディピカが一番なのでしょう？それは

映画の中味を知ると理由がわかります。 

2 

op 

ラウル(シャールク）登場 

シャベルを振りかざし、 

そして映画タイトルへ！(ク) 

(ク)（声）（拍）

(紙)(指) 

(ク)シャールク登

場でも、ルパン歩き

ででも 
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子供時代に、ほっぺつままれ 

「なぁってぃぃ～」(natty=いたず

らっ子～、困った子～) 

(ク)(台)「なぁ

～ってぃ～～」 

 

(空耳)わて、はるわ

い～？(はるわい＝

菓子売り) 

4 (ク)テン

ポのある

朗読セリ

フ背景にコメディポイントが盛り

沢山 

(ク )(鐘 )(パ

フ） 

「20 年 30 年生

きる」(掛)ない

ない～ 

婆さまが、ラウルと話すシーンも、ツッコミ

たいかたは、是非！「やりたいことってナン

パかいっ！ｗｗ」「よっ！チャラ男ー！」等、

軽薄な軽妙な 40男ラウルを、弄んでやってく

ださい(笑)。 

5 チャラ男ラウール、ゴアに行く算

段。キメ台詞は「ゴアーイズーオー

ン！」 

(ク)(パ) 

(台)ゴア、イズ、

オーン！！ 

Ooops ！ ダダ・ジー！ 

6 

電

車 

ヒロイン登場 (ク)(声)(掛)(紙) 

（掛）お

誕生日オ

メデー！ 

Happy Birthday! Happy New Year!  

かの名作 DDLJのセルフパロ 

（ク）(紙)遠慮

なく声出して

笑ってね 

一通りネタ続くので、笑った後の小ボケ 

 (ク)(パ) 

映画など

の音楽シ

ーンがい

くつわかるでしょうか？ 

（唄）歌えるな

らうたってみよ

う 

電話が読んでる、自

然も呼んでる唄い

出すラウル達 
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気取った自己紹介 

「Ｈｉ! 僕、ラウール」 

(掛)NOKIAやろ (ク)コン！ 

舌を鳴らすのも有 

チャンペ

スタ！！

鎌もって 

ラウル脅されて縮こまる (ク) 

 

 （空耳）4G 5G 
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(ク) (台) Don't understimate the power of 

common man 

(ク) 

( 台 ) こ

こ、コン

フューズ 

(ク)（パフ）ドドドドド、ド、ドン？！ (ク)（パフ） 

9 

駅 

 

線

路 

途中駅でドタバタ (ク) (台)ピー！用語 

F●ck！とは絶対い

いません 

父ちゃん

登場 

(拍)(ク) 

鎌 

行列が出来る車 

TATAモータース 

10

村 

ムトゥの

名シーン

再現 

(台）あよよ～ (台）なぁってぃ～ 



11 タンバガリ登場 テ レ ビ 塔 ！

(掛) 

混乱ラウル、めーふ

ーラフールなむふ

ほとが～や～ 

12 最初のダンスシーン 

１２３４Get on the Floor 

（ダ）(手) 1234 Get On the dance floor Butthi shake 

Butthi Shake Dapanggto Hard core ～♪ど

こまで踊れる？  

13 逃げるコントシーン 

 

 (ク)ガムの所、

他 

バイクでガッシャ

ン！(ク) 

14 船 の 上

（ク）(パ

フ） 

インド映画のくだりがそこかしこに。 

あなたいくつわかりますか？ 

(ク)(パフ) 

(ク)銃撃戦 

捕まってからも、シャールク映画や

らのセルフパロディが！！ 

(ク)（パフ） (台 )シュリデヴ

ィ！！ 

15 カーアクション。盛大に暴れ回りま

す！紙吹雪、クラッカーとも存分

に！ 

(ク)(紙) 前半、一番の見せど

ころ！（ク）(拍) 

16 逃げ切り、車がエンスト。この台詞

言語は内容が秀逸。聴き取ってみて 

喧嘩をしている間に車が・・・  頭ゴッツン(ク) 

17 

 

 笑えます？ 

舌を鳴らす？ 

(掛)お前ブラピか 

18 

 

辿り着いた村で・・・ 

(台)ミス・サブタイトル 

はるわり、身の上話 他 

(ク) （台）コントロール メー ヒー ほーガー

ヤー  聴き取ったセリフを口にしてみよう 

 

(台) Don't understimate the 

power of common man 

(掛) はるわりぃ？ 

（ク）(パフ)ふえあ

ーいずてんぷる？ 

19 Titile  (ダ)ダンスシーン 

ラブソングなので紙吹雪で祝福を 

(紙) 

(台)ミスサブタ

イトルさん （紙） 

20 村が見つかった！ 

しかし！戦略が唄うことだった！ 

いくつ歌える？ 

(ク)(唄)洗剤 CM

とかさすがにわ

からんー！ 

（台）(手)ズンチ

ャ！ちゃんまかま

っくろー！ 

21 村人の協力で！（ク）レディーポ！ 映画中重要科白 

(台)女は謎だ… 

じっちゃんの遺灰に突っ込みたい人に 

（掛）「遺灰はないでっ！！」「そら、ないで！」 

 「そのセリフちゃうでっ！」 

22 ダンスシーン 

Kashimir main Tu Kanyakumari 

ルンギ衣装で踊ってみよう 

(ダ)(手) 

歌えるのなら

唄ってみよう 

Kashmir main tu kanyakumari 

/North-South ki kat gayi dekho doori hi 

saari /Kashmir tu main kanyakumari 

/Fifty-fifty har situation mein hissedaari.. 



17 ラメシュワラに到着 遺灰を流す儀式を堪能 

 

 

18 (ダ) ラブソングバラード 

(紙)  

 

二人の気持ちが近づきそうなら、盛大に紙吹

雪を！風船飛んだらいいかな？ 

でも切ない～～！ 

19 村に戻って (台) 

№ Subtitles 

（拍手）(紙)(ク) 

(指)愛の告白 

20 アクションシーン 

（ク）（紙）(声援) 

 (ク) （ク）（紙） 

21 そして、シャールク映画の大定番！ (ク)（拍）(紙)(声)シャールクが炎を背負ったら大声援を！ 

その後、タンバガリに勝負で・・ 

22 結婚許可 

(紙)(拍) 

(指)(紙) 

(台)ここのセ

リフも堪能し

てください 

 (ク)(紙)(拍) 

23 (ク)（紙） (ク)（ダ）映画が終

わるとともにＥＤ 

ダンスシーン   

(ダ)踊りまくっちゃえ！ 

(手)（唄） 

(掛)掛け声は、 

タライワっ！ 

オンザラジニーファーン タライワ！ 

オンザラジニーファーン タライワ！ 

ルンギーアンダ （ｘ4回リピート）ｘ2回  

終 上映後、皆さんで「お片づけ」までが「マサラシステム」(＾＾)／ 

DL先：Web Site「OSOに恋をして」http://osolove.exblog.jp/20572761/  by AkaneChiba 

 


