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DVD RECOMMENDATIONS 
♪　Musical Movies　♪ 

Chie Akiyama・秋山千絵 

Hairspray  (2007) – ヘアスプレー
Tracy Turnblad, an overweight teenager, is obsessed with the Corny Collins Show. Every day after school, she and her best 
friend Penny run home to watch the show and drool over the hot Link Larkin, much to Tracy's mother, Edna's dismay. After 
one of the stars of the show leaves, Corny Collins holds auditions to see who will be the next person on the Corny Collins 
show. With the help of her friend Seaweed, Tracy makes it on the show, angering the evil dance queen Amber and her mother 
Velma. Tracy then decides that it's not fair that the black kids can only dance on the Corny Collins Show once a month, and 
with the help of Seaweed, Link, Penny, Motormouth Maybelle, her father and Edna, she's going to integrate the show... 

トレイシー・ターンブラッド（ちょっと太目の女子高生）は、コーニー・コリンズ・ショーに夢中。放課後は毎日、親友の
ペニーと、ショーをテレビで見るために走って帰り、母親のエドナ（ジョン・トラボルタ）があきれるほど、リンク・ラー
キンにくぎ付けだった。ある時、ダンサーの一人がショーを離れることとなり、コーニー・コリンズは、番組に出演する次
のダンサーを選ぶオーディションを開催する。友達のシーウィードの助けもあり、意地悪なダンスクイーンのアンバーとその
母親のベルマの怒りを買いながらも、トレイシーはダンサーに選ばれる。その後、トレイシーは、黒人の子供達がコーニー・
コリンズ・ショーで月に一度しか踊れないことを公平でないと感じ、友達のシーウィードやリンク、ペニー、モーターマウ
ス・メイベル、父親や母親のエドナの力を借りて、ショーを一つにしよう奮闘する。

＜Cast and Credits＞ 
Directed by : Adam Shankman 
Written By : Leslie Dixon 
Starring : John Travolta, Queen Latifah 
Distributors : New Line Cinema 

Moulin Rouge! (2001)　–　ムーラン・ルージュ
The year is 1899, and Christian, a young English writer, has come to Paris to follow the Bohemian revolution infested 
underworld. And nowhere is the thrill of the underworld more alive than at the Moulin Rouge, a night club where the rich and 
poor alike come to be entertained by the dancers. But things take a wicked turn for Christian, as he starts a deadly love affair 
with the star of the club, Satine. Her affections are also coveted by the club's patron: the Duke. A dangerous love triangle 
ensues as Satine and Christian attempt to fight all odds to stay together but a force that not even love can conquer is taking 
its toll on Satine... 

1899年、若い英国人作家のクリスチャンは、地下世界そのままにボヘミアン革命真っただ中のパリへやってきた。 裕福な者
も貧しい者も一緒にダンサー達のダンスを楽しめるナイトクラブ、ムーラン・ルージュよりも地下世界のスリルを味わえる場
所はどこにもない。しかし、クラブのスター、サティーンをひどく愛し始めると、物事はクリスチャンにとって悪い方へと
向かう。クラブのパトロン、デュークもサティーンの愛を自分のものにしようとしていた。クリスチャンとサティーンが２人
を引き裂こうとするものと戦おうとすると、結果、危険な三角関係となってしまう。しかし、愛では制服できない力がサ
ティーンの身に降りかかろうとしていた・・・。

＜Cast and Credits＞ 
Directed by : Baz Luhrmann 
Written By : Baz Luhrmann, Craig Pearce 
Starring：Nicole Kidman, Ewan McGregor 
Distributors : 20th Century Fox 

Please check the websites for theater information in Imabari  
United Cinema 
http://www.unitedcinemas.jp/imabari/film.php  

i-Cinema 
http://e-takeone.com/icinema/index.html 

Aeon Cinema 
http://www.aeoncinema.com/cinema/imabari/ 
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