ジュノー・シュウォーク
Jeannot Szwarc

生年月日 1939/11/21
出身地

フランス／パリ

【フィルモグラフィ】

クリミナル・マインド
ＢＯＮＥＳ

国際捜査班 (2016)

監督

（シーズン１１） (2015～2016)

監督

グレイズ・アナトミー１２ (2015～2016)
キャッスル

～ミステリー作家は事件がお好き

SUPERNATURAL

スーパーナチュラル

監督
（シーズン８） (2015～2016)

（シーズン１０） (2014～2015)

監督
監督

グレイズ・アナトミー１１ (2014～2015)

監督

ＢＯＮＥＳ

監督

（シーズン１０） (2014～2015)

スキャンダル４
キャッスル

託された秘密 (2014～2015)

～ミステリー作家は事件がお好き

SUPERNATURAL

スーパーナチュラル

監督
（シーズン７） (2014～2015)

（シーズン９） (2013～2014)

監督
監督

ALMOST HUMAN／オールモスト・ヒューマン (2013～2014)

監督

グレイズ・アナトミー１０ (2013～2014)

監督

ＢＯＮＥＳ

監督

（シーズン９） (2013～2014)

スキャンダル３
キャッスル

託された秘密 (2013～2014)

～ミステリー作家は事件がお好き

ＦＲＩＮＧＥ／フリンジ

監督
（シーズン６） (2013～2014)

（ファイナル・シーズン） (2012～2013)

監督
監督

グレイズ・アナトミー９ (2012～2013)

監督

SUPERNATURAL

監督

スーパーナチュラル

スキャンダル２
ＢＯＮＥＳ

（シーズン８） (2012～2013)

託された秘密 (2012～2013)

監督

（シーズン８） (2012～2013)

プライベート・プラクティス６

監督

フィナーレ (2012～2013)

監督

グレイズ・アナトミー８ (2011～2012)

監督

SUPERNATURAL

監督

スーパーナチュラル

ＦＲＩＮＧＥ／フリンジ
ＢＯＮＥＳ

（シーズン７） (2011～2012)

（シーズン４） (2011～2012)

監督

（シーズン７） (2011～2012)

監督

プライベート・プラクティス５ (2011～2012)

監督

グレイズ・アナトミー７ (2010～2011)

監督

SUPERNATURAL

監督

スーパーナチュラル

ＦＲＩＮＧＥ／フリンジ
ＢＯＮＥＳ

（シーズン６） (2010～2011)

（シーズン３） (2010～2011)

監督

（シーズン６） (2010～2011)

監督

プライベート・プラクティス４ (2010～2011)

監督

ヤング・スーパーマン

監督

（ファイナル・シーズン） (2010～2011)

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ

（ファイナル・シーズン） (2009～2010)

監督
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ＦＲＩＮＧＥ／フリンジ

（シーズン２） (2009～2010)

監督

グレイズ・アナトミー６ (2009～2010)

監督

ＢＯＮＥＳ

監督

（シーズン５） (2009～2010)

プライベート・プラクティス３ (2009～2010)

監督

コールドケース７

監督

ザ・ファイナル (2009～2010)

ヤング・スーパーマン

（シーズン９） (2009～2010)

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ
ＢＯＮＥＳ

監督

（シーズン３） (2008～2009)

監督

（シーズン４） (2008～2009)

監督

グレイズ・アナトミー５ (2008～2009)

監督

コールドケース６ (2008～2009)

監督

WITHOUT A TRACE

監督

（ファイナル・シーズン） (2008～2009)

ヤング・スーパーマン
ＢＯＮＥＳ

（シーズン８） (2008～2009)

監督

（シーズン３） (2007～2008)

監督

コールドケース５ (2007～2008)
WITHOUT A TRACE／FBI 失踪者を追え！

監督
（シーズン６） (2007～2008)

監督

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ

（シーズン２） (2007)

監督

ＨＥＲＯＥＳ／ヒーローズ

（シーズン１） (2006～2007)

監督

ＢＯＮＥＳ

（シーズン２） (2006～2007)

監督

コールドケース４ (2006～2007)

監督

ヤング・スーパーマン

監督

（シーズン６） (2006～2007)

WITHOUT A TRACE／FBI 失踪者を追え！
ヤング・スーパーマン

（シーズン５） (2006～2007)

（シーズン５） (2005～2006)

監督
監督

WITHOUT A TRACE／FBI 失踪者を追え！

（シーズン４） (2005～2006)

監督

WITHOUT A TRACE／FBI 失踪者を追え！

（シーズン３） (2004～2005)

監督

ヤング・スーパーマン

（シーズン４） (2004～2005)

監督

ヤング・スーパーマン

（シーズン３） (2003～2004)

監督

ＣＳＩ：マイアミ (2002～2003)

監督

２ｄｏｇｓ（トゥー・ドッグス）／エルキュールとシャーロック (1996)

監督

レプスキー大胆不敵／ジェネシスＮｏ．１８ (1989)

監督

バニシング・シティ (1988)

監督

モルグ街の殺人 (1986)

監督

サンタクロース (1985)

監督

スーパーガール (1984)

監督

エニグマ奇襲指令／ベルリン暗殺データバンクを強奪せよ！ (1982)

監督

ある日どこかで (1980)

監督

ＪＡＷＳ／ジョーズ２ (1978)

監督

燃える昆虫軍団 (1975)

監督

刑事コロンボ／毒のある花 (1973)

監督

小さな奇跡 (1973)

監督

もう一つの壁 (1973)

監督

真夜中の恐怖／目撃者は殺される！ (1972)

監督

四次元への招待 (1970)

監督
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