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それでも、やっぱりパパが好き！

2019年3月

監督・出演

マイア・フォーブス／監督
マーク・ラファロ ほか／出演

発売

製作年

ソニー・ピクチャーズ
2016
エンタティメント

再生時間

所蔵館

87分

子

1970年代後半のボストン。キャムは双極性障害のため失業を繰り返し、夫に我慢できなくなった妻はNYの大学院へ進学することを決意。愛情を上手に表現できない
父と、父に愛想をつかしきれない娘達、3人の新生活が始まる。

デイビッド・イェーツ／監督

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 エディ・レッドメインほか／出演

ワーナー・ブラザー
2017 137分
スエンターティメント

中

1926年。不可解な何かが暴れ回っているNYの街に、魔法動物の調査保護活動をしながら旅するニュートが到着。その時、普通の人間のジェイコブがニュートの魔法
動物を逃がしてしまい、2人は動物達を取り戻そうと奮闘する。

僕のワンダフル・ライフ
洋
画

ラッセ・ハルストレム／監督
デニス・クエイドほか／出演

NBCユニバーサル・
2018 100分
エンターティメント

子

子犬が閉じ込められているところを、8歳のイーサンが助ける。感激した子犬・ベイリーは彼から一生離れないと心に誓うが、犬の寿命は人間より短い。イーサンに会
うために何度でも生き返るベイリーの長い人生の旅は始まる。

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち

ティム・バートン／監督
エヴァ・グリーンほか／出演

20世紀ﾌｫｯｸｽﾎｰﾑ
ｴﾝﾀｰﾃｨﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

2017 126分

南

孤独な少年ジェイクは、謎の死を遂げた祖父の遺言に従って小さな島を訪れる。そこには美しくも厳格なミス・ペレグリンと奇妙なこどもたちが住んでいた。やがて彼
らと心を通わせたジェイクは、自らに宿った“力”に気づく。

ライフ・ゴーズ・オン 彼女たちの選択

ケリー・ライヒャルト／監督
ローラ・ダーンほか／出演

ソニー・ピクチャーズ
2017 106分
エンタティメント

西

厄介なクライアントに振り回される弁護士のローラ、新居の建設のことしか頭にないジーナ、夜間学校で市民向けに法律を教える弁護士のエリザベス。モンタナ州の
小さな町の中でそれぞれ懸命に生きる彼女たちのたどり着く先は？

ラ・ラ・ランド

デイミアン・チャゼル／監督
ライアン・ゴズリングほか／出演

ギャガ

2018 128分

子

ロサンゼルスで女優を目指すミアは、場末のバーでピアノを弾くセバスチャンと出会う。彼は自分の店を持ち、思う存分演奏したいと願っていた。2人は恋に落ちる
が、彼が加入したバンドが成功したことから、心がすれ違い始める。

アオゾラカット

尾崎 裕和/演出 土橋 章宏/作
林 遣都、川栄 李奈 ほか/出演

NHKエンタープライズ 2017

58分

中

海外から多くの観光客が安い宿を求めて訪れる、大阪市西成区。今の大阪の風景がいきいきと広がっている西成を舞台に、美容師の息子が父との葛藤と和解を通
じて、生まれ育った街の素敵さを再発見する、ヒューマンコメディー。

家に帰ると妻が必ず死んだふりをして 李闘士男／監督
榮倉奈々ほか／出演
います

ハピネット

2018 115分

西

サラリーマンのじゅんが帰宅すると、玄関で妻のちえが口から血を流して倒れていた! じゅんは動転するが、ちえは死んだふりをしていただけ。帰宅時にちえは必ず
死んだふりをするようになり…。凸凹なふたりのラブストーリー。

弟の夫

吉田照幸 ほか／演出 田亀源五郎／
原作 佐藤隆太、把瑠都 ほか／出演

NHKエンタープライズ 2018 147分

中

小学生の夏菜を男手ひとつで育てる弥一のもとに、ある日突然、カナダ人のマイクが訪ねてくる。弥一には双子の弟がいたがカナダへ移住し、交流が途絶えてい
た。その弟が亡くなったという。そして、マイクは弟の「夫」だった…。

邦

画

君の膵臓をたべたい

月川翔／監督 浜辺美波ほか／出演

博報堂DYミュージッ
2018 115分
ク＆ピクチャーズ

中

高校のクラスメイト・桜良の闘病日記を偶然見つけたことで、「僕」と桜良は次第に一緒に過ごすことに。だが、膵臓の病を患う彼女の人生は終わる。12年後、「僕」と
彼女の親友・恭子は、桜良と過ごした日々を思い出していた。

それでもボクはやってない

周防正行／監督 加瀬亮ほか／出演

フジテレビジョン

2009 143分

中

就職活動中の徹平は、満員電車の中で痴漢と間違えられ、現行犯逮捕されてしまう。警察署の取調べで無実を主張するが自白を迫られ、勾留される。検察庁での
取調べでも無実は認められず、ついに徹平は起訴されてしまい…。

チア★ダン
女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話

河合勇人／監督

東宝

2018 121分

中

県立福井中央高校に入学した友永ひかりは、中学からの同級生でサッカー部の孝介を応援したいためにチアダンス部へ入部するが、彼女を待ち受けていたのは、
顧問の早乙女薫子による目標は全米大会制覇というスパルタ指導だった。

天使のいる図書館

ウエダアツシ／監督
小芝風花、横浜流星 ほか／出演

ライブラリーコンテン
2017 108分
ツサービス

東

図書館の新人司書・吉井さくらは、“レファレンスサービス”という慣れない仕事にとまどいながら過ごしていた。ある時、芦高礼子と名乗る老婦人と出会い、さくらは
図書館利用者と司書の関係を超えた特別な感情を抱きはじめる。

（裏面に続く）

西川美和／原作・脚本・監督 本木雅
弘／主演 竹原ピストル ほか／出演

永い言い訳

バンダイビジュアル 2018 124分

南

不倫相手と密会中に、妻が旅先の事故で親友と共に亡くなったと知らせを受けた人気作家の幸夫。ある日、妻の親友の遺族-トラック運転手の夫とその子供たちに
出会った幸夫は、ふとした思いつきから幼い彼らの世話を買って出る。

邦

画

廣木隆一／監督
山田涼介ほか／出演

ナミヤ雑貨店の奇蹟

KADOKAWA

2018 129分

西

幼馴染の敦也たち3人は、廃屋に忍び込む。そこはかつて悩み相談を受けることで知られていた「ナミヤ雑貨店」だった。廃業して誰もいない店内に、突然シャッター
の郵便口から、32年前に書かれた悩み相談の手紙が落ちてくる。

道行抄「かくれ里」を旅する
白洲正子の世界 日本の美と山川草木へのまなざし
花の巻・月の巻映像美術紀行

白洲正子／原作・出演・題字

イデアオフィス

2009 149分

中

白洲正子原作による「かくれ里」の映像化。1998年、鶴川の自宅でインタビューに答える姿や、神子の桜、金剛寺の日月山水図屛風、京都北山の火祭り、村人に信
仰された湖北の仏さまなどの映像を収録。

うっかりペネロペ
ペネロペ、かずをかぞえる編

NHKエンタープライズ 2018

30分

西

うっかりやさんのペネロペは、キュートな青いコアラの女の子。キャンプに行ったり、みんなで野菜を育てたり。お日様の光をたっぷりもらった野菜はおいしそうだね、
ペネロペ。「ペネロペ、かずをかぞえる」ほか、全6話収録。

おしりたんてい １

芝田 浩樹/ｽﾘｰｽﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ トロル/原
作 三瓶 由布子、齋藤 彩夏 ほか/声

ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！

日本コロムビア

2018

60分

南

レディーにやさしくスイートポテトが大好きな「おしりたんてい」が、助手のブラウンとともに、事件をププッと解決! 怪盗Uと名乗る大泥棒から「博物館の女神のマフラー
をいただく」との予告状が…。第1〜3話収録。

からすのパンやさん・どろぼうがっこう

かこさとし／原作

東映ビデオ

2007

40分

子

からすのパン屋さんは、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼いてきました。そのパンは町中の子どもに大評判で、パン屋さんの店の前は大騒ぎ…。「からすのパン
やさん」「どろぼうがっこう」の2話収録。

ア
ニ

君の名は。

新海誠／監督 神木隆之介ほか／声

2018 107分

中

千年ぶりとなる彗星の来訪を控えた日本。田舎町に暮らす女子高生の三葉と、東京で暮らす男子高校生の瀧は、行ったこともない町で異性として生活する奇妙な夢
をみる。出会うことのない2人が出逢い、運命の歯車が動き出す。

この世界の片隅に
メ

東宝

片渕須直／監督 のん ほか／声

バンダイビジュアル 2018 129分

南

1944年2月。18歳のすずは、軍港の街・呉へとお嫁に行く。配給物資がだんだん減る中でも、すずは工夫を凝らして毎日のくらしを積み重ねていく。1945年3月、呉は
空を埋め尽くすほどの艦載機による空襲にさらされる。

徳永 真利子/監督
玄田哲章、日高のり子 ほか/声

ざんねんないきもの事典（アニメ）

DMM.com

2018

50分

西

「コアラはユーカリにふくまれる猛毒のせいで一日中寝ている」など、一生懸命だけどどこか“ざんねん”な進化を遂げたいきものたちを紹介します。児童書「ざんねん
ないきもの事典」を原作にしたショートアニメ。

忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミック 吉田光春／監督
フロント☆NEXT火星の段◆宇宙の始まりの段

NHKエンタープライズ 2018

50分

東

ときは戦国時代。一流の忍者になるため日々勉強中の乱太郎・きり丸・しんべヱの仲よし3人組は、ある日、ひょんなことから宇宙の大冒険に出発する。宇宙科学番
組「コズミックフロント☆NEXT」とのコラボ、第3弾。全2話。

メアリと魔女の花

米林宏昌／監督 神木隆之介ほか／声

ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン

2018 103分

東

魔女の国から盗み出された禁断の“魔女の花”、《夜間飛行》を見つけた少女メアリは、一夜限りの不思議な力を手に入れる。しかし、彼女がついた、たったひとつの
噓が、やがて大切な人を巻き込んだ大事件を引き起こしていく。

体が硬い人のための柔軟講座
啓

発

中野ジェームズ修一／講師

NHKエンタープライズ 2018 179分

東

前屈しても手がつま先に届かない。背中に手が回らない。子どもの頃から体が硬かった…。そんな人のためのストレッチメニューを伝授。硬いところは人それぞれ。
自分はどこが硬いかを見つけ、取り組むべきストレッチを理解する。

考えよう！ハラスメントVol.5 研修用DVD
メンタルヘルス セルフケア&ラインケア

アトリエエム

2018

21分

中

多様な働き方が進む中で、ハラスメントや長時間労働等のストレスでメンタルヘルス不調になる人が増えている。セルフケアを中心に、ラインケア、職場のメンタルヘ
ルス対策等について、イラストやデータを盛り込んで解説する。

クレオ大阪中央 ３階 情報・図書コーナー
■
■

貸出時間
閉室日

９：３０～２１：３０
月曜日(その日が祝休日の場合は開館）
祝休日の翌日（日曜日または休日にあたる場合は開館）
年末年始・特別整理期間

