令和元年（2019）年6月

クレオ大阪中央

クレオ大阪中央ＤＶＤフェア
クレオ大阪中央に所蔵されているＤＶＤの中から、受賞歴のある作品を集めました。
今まで見ることのなかった作品も、この機会にご覧になってみてはいかかでしょう？

・ アカデミー賞受賞作
タイトル

監督・出演

発売

発行年 再生時間

ジャンル

午後の遺言状

新藤 兼人 ／監督
杉村 春子 ／出演

サウンドオブミュージック

ロバート・ワイズ ／監督
20世紀フォックス 2001 175分
ジュリー・アンドリュース ／出演

しあわせの隠れ場所

ジョン・リー・ハンコック ／監督
サンドラ・ブロック ／出演

ジュノ

ジェイソン・ライトマン ／監督
20世紀フォックス 2008
エレン・ペイジ ／出演

東京家族

山田 洋次 ／監督
橋爪 功 ／出演

松竹株式会社
2013 146分 人間ドラマ
映像商品部

トーク・トゥ・ハー

ペドロ・アルモドバル ／監督・脚本
レオノール・ワトリング ／出演

日活

2004 114分 ラブストーリー

フォー･ウェディング

マイク・ニューウェル ／監督
ヒュー・グラント ／出演

MGM

2004 118分 ラブストーリー

ふしぎな岬の物語

成島 出 ／監督
吉永 小百合 ／出演

東映

2015 117分 人間ドラマ

普通の人々

ロバート・レッドフォード ／監督
ドナルド・サザーランド ／出演

パラマウントピ
2005 124分 人間ドラマ
クチャーズ

舟を編む

石井 裕也 ／監督
松田 龍平 ／出演

松竹

2014 133分 人間ドラマ

フラガール

李 相日 ／監督・脚本

シネカノン

2006 120分 人間ドラマ

ブラックスワン

ダーレン・アロノフスキー ／監督
20世紀フォックス 2011 109分
ナタリー・ポートマン ／出演

プレシャス

リー・ダニエルズ ／監督・製作
ガボレイ・シディベ ／出演

ファントム・フィルム 2010

マーガレット・サッチャー

フィリダ・ロイド ／監督
メリル ストリープ ／出演

ギャガ

2012 105分 人間ドラマ

ミュージック・オブ・ハート

ウェス・クレイヴン ／監督
ロベルタ・ガスパーリ／原作
メリル・ストリープ／出演

アスミック

1999 123分 人間ドラマ

未来を生きる君たちへ

スサンネ・ビア ／監督・原案
ミカエル・パーシュブラント ／出演

角川書店

2012 112分 人間ドラマ

近代映画協会 2003 112分 人間ドラマ

ワーナー・ホー
ム・ビデオ

ミュージカル

2010 128分 人間ドラマ

96分

人間ドラマ

ホラー
サスペンス
ミステリー

109分 人間ドラマ

未来を写した子どもたち

ロス・カウマン ／監督

アットエンタテ
インメント

ミリオンダラー・ベイビー

クリント・イーストウッド ／監督
ヒラリー・スワンク ／出演

ポニーキャニオン 2005 133分 人間ドラマ

ムーラン・ルージュ

バズ・ラーマン ／監督

20世紀フォックス 2002 128分

湯を沸かすほどの熱い愛

中野 量太 ／脚本・監督
宮沢 りえ ／出演

クロックワーク
2017 125分 人間ドラマ
ス

リトル・ミス・サンシャイン

ジョナサン・デイトン ／監督
ヴァレリー・ファリス ／監督

20世紀フォックス2006 103分 人間ドラマ

Ray レイ

テイラー・ハックフォード ／監督 ユニバーサル・
2005 152分 人間ドラマ
ジェイミー・フォックス ／出演
ピクチャーズ

レ・ミゼラブル

トム・フーパー ／監督

ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント

2013 158分

恋愛小説家

ジェームズ・Ｌ・ブルックス ／監督・製作
ジャック・ニコルソン ／出演

トリスターピク
チャーズ

2013 138分 ラブストーリー

コクリコ坂から

宮崎 吾朗／監督
高橋 千鶴，佐山 哲郎／原作

ウォルト・ディズ
ニー・スタジオ・
ジャパン

2012

91分

アニメーション

2010

96分

人間ドラマ

2009

85分

ドキュメンタリー

ミュージカル

ミュージカル

・ ベネチア映画祭最優秀脚本
この自由な世界で

ケン・ローチ ／監督
シネカノン
キルストン・ウェアリング ／出演

・ 東京国際映画祭監督賞・観客賞
サラの鍵

ジル・パケ＝ブレネール ／監督・脚本
クリスティン・スコット・トーマス ／出演

ギャガ

2012 111分 人間ドラマ

・ ベルリン国際映画祭フォーラム部門最優秀アジア映画賞
ディア・ピョンヤン

ヤン・ヨンヒ ／監督・脚本

デックスエンタ
2009 107分
テインメント

ドキュメンタリー

日活

人間ドラマ

・ 第2回フランスKINOTAYO映画祭グランプリ
あしたの私のつくり方

クレオ大阪中央3F

市川 準 ／監督
成海 璃子 ／出演

情報・図書コーナー

2010

97分

情報・図書コーナーの資料は、
図書利用カードを作って借りる
開館時間：９：３０～２１：３０
ことができます。
閉 室 日：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) (氏名・住所を確認するものが
年末年始・特別整理期間(9/10～14) 必要です）。

