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みなさまに支えられて、
第五回ながさき・愛の映画祭が
無事、おわりました。

ちがいと出会い、ちがいを超えて
みんなで暮らしていくために。

この映画祭での取り組みをご報告します！



目標：みんなが安心して
暮らせるまち！

“みんな”とはだれなのか？
をキーワードに

【みんなにとって安心できる場所】＆
【みんなにとって違和感がある場所】の
２つを通して、当たり前を見直す
きっかけづくりを行っています！



ちがいを活かすプラットフォーム

【知ってほしい+知らなかったこととつながる】を通して、互いの

関心をシェアする場所として活用。映画祭終了後も地域でつなが

りあう、ゆるやかなネットワークを形成しています！また、大学

とも連携し、授業やクラブ活動のチャレンジや発表の場所として

も活用してもらっています。

映画祭の役割

情報発信(output)

互いに関心のあることを

持ち寄り、映画祭で発信！

情報受信(input)

自分の関心があること+α

と出会い、つながる！

みんなで支えあう

この映画祭に参加する誰もが
特別で、誰もが平等です。
誰かが一方的に支えられる
のではなく、みんなで
支えあっています。

お互いに支えあう仕組みを
地域に広げていきます。

トライ＆エラー

失敗しても立ち上がれる場所
を増やしたい。私たちは改善
を重ね、よりよい映画祭に向
けて、映画祭自体も挑戦する
とともに、地域で挑戦する人
たちを全力で応援していま

す！

参加方法も自由に選べます！

来場者

etc.

関連団体

実行委員会

当日スタッフ

第５回参加者

1001名



きっかけ

【みんなが安心して暮らせるまち】を作るために、それまでは

性的少数者に関する講演会や交流会などを行っていましたが、

無関心層を巻き込むために、娯楽を通した関りの場として、

映画祭を開催することに。

第１回

多様な性に関する映画を上映！ヒューマンライブラリーと

コラボし、多様性と出会う場も設定。その時、

本当の意味で“みんな”が安心して暮らす為には

性以外の多様性も大切にしなければと気づかされました！

第２回

カテゴリーにとらわれずに、他団体と連携し、性を含めた幅広

い多様性をテーマとした作品選定を行いました。また、

多様性の疑似体験イベント【にじいろさるく】では、

まち歩きやマップ作りも実施しました！

第３回

ちがいを活かす社会を、地域全体で作るために、企業や地元の

大学生とコラボ企画をスタート！企業とのプレイベントや共

同開催や、大学生によるCM・メイキング撮影・イベント実施

のコラボも開催！情報保障にもチャレンジ！UDトークを導入

し、音声情報の文字化を通して、“みんな”の幅を拡大！

第４回

本当の意味での“みんな”とは誰かを問い直し、みんなが安心

して参加できる工夫と、快適さの陰で誰かが排除されないた

めに、みんなにとって違和感のある工夫を通して、当たり前

を疑う場づくりを実施。情報保障強化はもちろん、安心して

チャレンジできる場所も目指し、アプローチをスタート！

映画祭進化表

新型コロナウィルスが蔓延。その中での開催模索→
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今年のイベント開催の流れ

映画祭の開催形態模索期

開催したい。実行委員の想いは

共通だが、オンライン？オフライ

ンどちらの形態にするか会議続

く。映画祭の核とは？の議論が

深まり、映画祭の共通理解も。

オンライン開催時に零れ落ちる

人についての議論も続く。

ハイブリット開催検討期

オンオフMixのハイブリット開催

をしたいとの声が多い。スタッフ

対象ZOOM教室開催。対面で

の会議が減ったことにより減少

したコミュニケーション機会を増

やす為、会議後１時間雑談タイ

ムを設けるようになった。

会議の完全オンライン化

Ｚｏｏｍ教室を繰り返し、スタッフ

それぞれオンライン会議にス

ムーズに参加できるようになる。

オンライン上での交流ツールの

模索を始める。映画祭として、

失ってはならないものはなにか

を深めたことで、別議題でも、議

論の主軸がぶれなくなった。

ＨＰ担当スタッフが決まる

ＨＰに「言語選択欄」を設置。

「ひらひらのひらがなめがね」

によりルビも選択できるように。

ＨＰのユニバーサルデザイン模

索。映画ピックアップと、テーマ

言語化継続。映画のオンライン

視聴サービスも検討スタート。

トークイベントの配信検討

トークイベントのライブ配信の検

討を行うため、県内YouTuber

会へ相談に。配信方法検討議

論。会場探しもスタートするも、

公共施設の貸し出し先行き不透

明なまま。オンラインヒューマン

ライブラリー実施。運用検証。

開催形態・上映作品決定

メイン会場「こころ未来高等学

校」に決定。サテライト案も出る

が、先行き不透明なため、本年

はオンラインのみで開催する事

に。映画の選定が終了し、配信

方法も「Vimeo」に決定。オンラ

イン上映の仕組みができてくる。

広報物制作

学生を交えた広報物制作を開始。

初のオンライン開催という事で、参

加流れの図式化などに取り組んで

くださる。また、広報物に「やさしい

日本語」を取り入れ、違いを超えて

伝わりやすい広報物を目指した。

注意事項会議を行う事で、オンラ

イン時のリスクやヘイト対策検討も。

広報物完成・広報スタート

長崎県助成金決定！広報物の

入稿と完成も！月末にはチラシ

とリーフレットが到着し、広報が

スタートする。また、このころから、

各チームごとにＣＭ動画撮影が

始まる。学生さんが中心の活動

が一番、活発になった時期。

プレイベント企画

映画祭の広報や協力者を募集

するためのプレイベントを企画。

協力者募集イベントは対象人数

を限定し、オンラインと対面のハ

イブリットで行う事に。当日のメ

イン会場も含めた感染対策をど

うするかの議論が行われました。

協力者募集イベント開催

今年度は、リモートでのスタッフ

参加も含めたオンオフMixの記

者会見を実施。協力者募集イベ

ントでは、端末やネット環境がな

い、又はオンラインになじみのな

い方を対象に機材や環境の貸

し出しや、感染対策も実施。

広報強化・リハ・本番

チケットツールや動画配信ツールの

使い方などの運営システムに気を取

られ、13日時点でチケット合計44

枚しか売れていないことに気づき、

震えながら広報強化を行う。デモ前

にようやく市内の特別警報が解除に。

本番もバタバタながら、みんなととも

に映画祭という場を作る事ができた。

振り返り・報告作業

映画祭終了後、参加者とスタッフ

へのアンケート調査を実施。会議

の中での振り返りも行い、報告書

に求め、決算を行う。合わせて、本

年のイベント開催における感染症

対策について、ＨＰに掲載し、だれ

でも参照できるようにした。

4月 5月 6月

１０月 １１月 １２月

７月 ８月 ９月

１月 ２月 ３月

国による緊急事態宣言

地域別国緊急事態宣言・長崎市特別警戒警報 地域別緊急事態宣言

GO TO トラベルスタート

特別定額給付金受付スタート

GO TO トラベル停止 医師会医療非常事態宣言

変異株到来





好きな場所からイベントに参加

オンラインイベントしくみ

広報物の拡散 映画祭の周知

チケット購入又は譲渡

オンライン会議システムを
活用したイベント開催

ポスター CM・動画 ホームページ SNS     /

動画配信サイトを
活用した映画上映

映画視聴 イベント参加

Google  Forms アンケート回答

有料 無料

トークイベント視聴



感染症対策の内容

会議のオンライン化

映画祭の会議はすべてオンラインに

切り替えたことで、スタッフの感染

リスクを軽減。ZOOM教室を開き、誰もが

参加できる環境を整えた。また、会議にも

UDトークを導入し音声の字幕化も実施。

イベントオンライン化

完全オンラインイベントに切り替えたこ

とで、参加者の感染リスクを軽減。しか

し、協力者募集イベントは、オンライン

参加が難しい方へタブレットと会場を貸

し出し実施。参加できる人を増やした。

分散会場

イベントのスタッフも会場を分散し、当日

の感染リスクを軽減。今回の映画祭のメイ

ン会場スタッフは配信に関る最低人数とし、

その他のイベントスタッフに関しては、自

宅や職場からの参加となった。

当日のようす

メイン会場では、毎日、来場時にスタッフ

全員の検温と、名簿管理、アルコール消

毒・検温・マスクの着用・分散飲食・パー

テーション設置※イベント時はマウスシー

ルドを着用し、唇を読めるよう工夫。



オンラインイベント広報

HP担当係を新設

オンライン映画祭に備え、HPを担当してく

れるスタッフを募集し、HP担当係を新設。

HPのユニバーサルデザインにも力を入れ、

「ひらひらのひらがなめがね」とリンクし

ルビをつけたり、言語選択も可能に。

広報物制作

第３回の映画祭から「長崎県立大学情報システム

学科」と連携。映画祭の広報物デザインとして、

本年度はポスター/リーフレット/ロゴ作成。又オ

ンライン参加手順を可視化するデザインを提案！

学生のスキルを活かした社会貢献と学びの場に。

CM動画撮影・チケット購入手順

第３回の映画祭から「長崎県立大学映像研究会

Sea Cat」の学生が主体となり、映画祭のCM動

画やメイキングを作成しています。今年は、オ

ンラインチケットの購入手順動画も制作し、参

加者の心理的ハードルを下げる工夫も！

メディアとの連携

今回はオンラインイベントだからこそ、地域に

根差した周知を広める為に、記者会見を行い、

地元の新聞や,ラジオに出演。又、密着のTVの取

材を受け、オンラインイベントの様子を放送す

ることで、市民活動の今後のたたき台を提示し

ていくことができた。全国放送での特集も！



今年：オンライン
配信ができること
が絶対条件！動画
配信サイト利用
作品を選択。

「インディペンデント・リビング」2019年
この映画は、ドキュメンタリーで、大阪にある自立生活
センターのお話しです。自立生活センターでは、

障がいを持つ人が１人で生活できるようになるための
支援場所です。病気や事故で障がいを持つ人たちは、
家族や施設を離れて、生活しています。田中悠輝さんは
介助者として働きながら、この映画を撮りました。

「女になる」2017年
未悠さんは、子どものころから心と体に違和感
があって苦しんできました。大学３年の時、
ずっと希望していた性別適合手術を受けること
になりました。未悠さんと、家族、友達、医者、
そして恋人、これは、未悠さんたちの半年間を
軽やかにえがいたドキュメンタリーです。

「ひきこもり当事者による手作り人形劇」
不登校・ひきこもり当事者が、背景や脚本・小道
具などを手作りしている「人形劇団しんじょう」
の上演を、チャリティという形で、有料で配信。
その売り上げを寄付。コロナの影響で減少した発
表の機会を作るとともに、ОＰイベント出演も。
本作の字幕は「Ｓea Ｃat」のメンバーが担当。

日
本
語
字
幕
・
音
声
ガ
イ
ド

日
本
語
字
幕

日
本
語
字
幕

映画祭では、登場人物やストーリーを
通して多様性と出会える

作品を選んでいます。今年度はリアルで
出会えない分ドキュメンタリーを選択。
また、参加者の多様性も踏まえ、

“みんな”で映画を楽しめるよう、字幕
や音声ガイドなどのついた作品を選択し、

情報保障に力を入れています！



ヒューマンライブラリー

ヒューマンライブラリーとは、様々な個性や体験を持つ

人と対話をして、相互理解を図るイベントです。今回の

ヒューマンライブラリーは、オンライン開催の強みを活

かし「ヒューマンライブラリーnagasaki」と他県の

「ヒューマンライブラリー新潟」さん「ブック・オブ・

りーふぐりーん」さんとの合同開催が実現！安心して対

話できる場を共に考え、運営することができました。

ベストフレンドマッチング

「ベストフレンド・マッチング」では、見た目を隠し、内

面を見つめることで、ベストフレンドを探す、ながさ

き・愛の映画祭オリジナルゲームです。今年はZOOMを利

用し、マイクオフ・カメラオフの状態でチャットのみを

利用して、開催。オンラインで参加者の居住地域も広い

上に、会場でマントとマスクを利用して開催するとき以

上に、情報が少ない事で、よりギャップや発見の多い会

となり、新しい他者や自分に出会える機会に！

感想シェア会

今回の映画祭では、動画配信ソフトを利用しての映画の配

信を実施しました。しかし、映画を観るだけだと、本来映

画祭が目的としている、ちがいと出会う機会が失われやす

い。そのため、映画を観た後に、感想や想いを共有する場

を新しく創設。オンライン配信だからこそ、意図的に人と

人が交差する場所を作っていく必要性を実感しました。参

加者の多様性も豊かで、みんなで場を作ることの意義や、

映画祭の開催目的を再実感できる会に。

↓対面時(例年)↑オンライン(今回)

UDトーク Zoom

UDトーク Zoom

UDトーク Zoom



トークライブ配信(アーカイブはQRコード参照)

オープニングイベント

「あたらしい世界を楽しむために」

映画祭初日、初めてのYouTubeライブ配信で音声ト

ラブルがあったが、字幕がついていたことで、参加

するすべての人が情報保障の恩恵を受けることに。

またオンラインの強みを活かし、コロナ禍での活動

現状や取組を、県内外問わずに紹介することができ

ました。

トークイベント

「自分らしく生きる」

映画「インディペンデント・リビング」の鎌仲プロ

デューサーと、長崎の自立生活センターこころの

センター長の山口氏、そして、支援を受けながら、

現在自立生活をしている狩川氏を迎えトーク

イベントを開催。自立生活の現状や自分らしさ

について対談しました。

クロージングイベント

「映画祭を振り返って」

映画祭スタッフはもちろん、参加者の方も含め、み

んなで作り上げた映画祭！その振り返りを、そのま

まライブ配信しました。参加回数も形態も、背景も

異なるメンバー。だからこそ、みんなからの感想は

多角的で、豊かなメンバーで映画祭を一緒に楽しめ

たことの喜びをかみしめる時間となりました。

YouTube配信 UDトーク

YouTube配信 UDトーク

YouTube配信 UDトーク



映画祭を“みんな”で

UDトークで音声の文字化(文職工房)
例年、みんなで楽しめるイベントになるように、「UD
トーク」を導入し、音声の文字化を通して、聴覚障害
のある方、外国籍の方、発達障害がある方などを含め、
みんなが情報を共有できるよう工夫をしていますが、
今年度の映画祭では、オンラインの音声トラブルが起
きた際に、字幕がついていたことで、参加者全員で情
報を得ることができ、UDトークの新しい側面を発見！

表現を工夫する(みんなで暮らす凸凹ひろば)

今年度はオンライン開催という事で、ネット上での
チケット購入に不安の声も上がっていました。そこ
で、長崎県立大学の「Sea Cat」の学生さんたちが、
チケット入手の手順や、イベントの参加方法をまと
めた動画を作成してくれました。また、音声と字幕
を付け、誰もが参加できるよう工夫してくれました。

やさしい
日本語

映画に日本語字幕をつける
音声を字幕に置き換えることで、聴覚障碍者の
方や難聴者の方も一緒に映画を楽しむことがで
きます。少ない文字で、情報も整理されている
ので、みんなで一緒に楽しむことができます。

映画に音声ガイドをつける
視覚的な情報を音声ガイド(場面解説)とし
てつけることで視覚障がい者のある方も含
めて、みんなで映画を楽しむことができま
す。また、目で見るだけでは気づけなかっ
た情報も得ることができるので、映画を深

く楽しむことができます。

UDCast（ユー
ディーキャス
ト）とは、字
幕や手話の表
示、音声ガイ
ド、再生等を
行うことの
できる無料
アプリです。

誰にでもわかりやすい日本語で、障がい者や
国籍、年齢をこえて、色んな人と情報を共有
することができます。今回は、みんなと情報
共有できることの大切さと、UDトークと組み
合わせることで、認識率が上がることがわか
りました。広報物にも反映しています！

参加手順の視覚化・音声化(長崎県立大学映画研究会Sea Cat有志)

無
料
ダ
ウ
ン
ロ
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ド
可
能



楽しむための工夫

UDフォントによる広報物作成
(長崎県立大学情報システム学科学生有志)

昨年度から、学生さんの発案で、UDフォントを採用。
識字障がい(ディスレクシア)の方はもちろん、弱視の
方や高齢者の方にも好評なフォント。広報物にUDフォ
ントを使用することで、より多くの方に情報を届ける
ことができました。この報告書に使用されているのも

UDフォントです。

カラーUDによる広報物作成
色は誰にとっても同じように見えているわけではあ
りません。多様な色覚を持っている方に平等に情報
を届けるために、カラーUDを利用した広報物制作を
学生さん発案で製作しています。この報告書も含め
た全ての広報物はリリース前に「色のシュミレー
ター」で色覚多様性を持つ方にどう見えているかの

確認をしてリリースしています。

言語選択やルビをHPに設置
本年度は、オンライン映画祭ということで、HP担当
スタッフが誕生！！これまでできずにいたHPのユ
ニバーサルデザインに力を入れました！HP内に
「ひらひらのひらがなめがね」へのリンクを設置。
これをクリックすると、HPの感じすべてにルビが
つきます。また「言語設定」を設置し、母語で情

報入手ができるよう工夫しました。
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の
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「今、ここにいない人」のことについて考え続ける
映画祭を開催する中で大切にしているのは「今、ここにいない人」について考え続け

ることです。今回は特に、オンラインイベント開催という事で、
オンラインになじみのない方や、ネット環境が整っていない方、落ち着いた環境の中
で参加することが難しい方、今回はタイミングが合わなかった方、まだ映画祭を
知らない方などなど、たくさんの方と出会う機会が失われてしまいました。

どうしたら、みんなにとって参加してもよいと思えるような環境になるのか？どんな
工夫をしたら参加できるのかを考え続けることで、映画祭は進化し続けています！！

YouTubeライブ配信(こころ未来高等学校：坂本さん)

オンラインイベントの中で唯一チケットなしで、リアル
タイムでトークイベントを一緒に楽しめる工夫をしまし
た。アンケートでは、ライブ配信中のチャット欄で、参
加者同士の交流が生まれ、そこから、新しいつながりが
生まれたという方も！また、ログが残ることで、終了後
も映画祭に関心をよせてくださる方が増えました。



参加者アンケート(回答者：60名/全体参加者：762名)

Q：来場者の居住地域

32%

32%

36%

長崎市内

長崎市外

長崎県外

初参加55%
リピーター45％

Q：自分が少数派だと思う所は？
ゲイで田舎暮らし/障がい者雇用で収入が少ない/普
段と違うコミュニティで話す時/他県出身/特性を自
認した時/太っていること/仕事価値観の話をする時
仕事をしていない時/女性であること/離婚経験者/
発達障害をもつ子どもの親であること/HSPであるこ
と/言いづらい身体的欠陥があると思う事/ペットと

の乗車を拒否された/あまりない/など

Q：居住地域詳細
北海道・沖縄・神奈川・
山梨・熊本・鹿児島・
東京・埼玉など

Q：自分が多数派だと思う所は？
身体的に大きな不都合がない/辛い状況の人もいると知ったとき
/携帯を持っているとき/進学就職がスムーズにいったこと/自分
の母語で自分と近い職業の人といるとき/毎日３食食べることが
できる/性別違和がない異性愛者である/傍観者になっている時/
自分の多数派としてのunconscious biasを感じる毎日/一人暮ら
しをしているとき//ついつい区別・差別をしてしまう時/自分が
普通だと思っている/多数：あまり考えたことがない/など

Q：新しい発見があったか？

Q：新しく知り合った人や
情報はありましたか？

Q：それはどんな人や情報でしたか？
新たに自立生活センターを立ち上げようとしている人と出会え
た/オンラインでイベントができる事/障害のある人たちの自立
の様子や社会の課題/映画祭を紹介したら同じ考えを持っている
人が近くにいた/性分化疾患を知った/ライブ配信のチャット欄
でSNS上のつながりができた/LGBTの当事者の本音/実行委員の日
頃の活動/優しい日本語/ヘルパー不足の現状/性別適合手術の医
療情報/家族との向き合い方、思いやりとは何か/ヒューマンラ

イブラリーの本の方たち/自立の流れ枠組み/など

Q：どんな発見でしたか？
私にもなにかできるかもしれないと感じることができた/男や女
として起きるべきと決めつけないこと/知らないことで誰かを傷
つけているかもしれないこと/自分を大切に生きることはかっこ
いいこと/オンラインだとチャットで盛り上がれる/オンライン
でイベントができる事/自分の物差しできめないこと/オンライ
ンイベントに自分が参加できる事/話すとお互い普通の人だった
/多様性のすばらしさ/失敗する権利と自由/自立について/九州
の活動/自分のバイアス/映画祭スタッフの人柄や魅力/当事者家
族の想いに共感/自分を掘り下げる事/ひきこもりの方の想い

Q：感想を自由にかいてください(一部抜粋)
本当に参加してよかったです！今年度で一番楽しい一日でした。現実的に長崎まで行くのは容易ではありま
s年賀、いつか必ず行って、映画祭の空気を肌で感じてみたい！/ホームページを始めてみました、たくさん
の配慮がされていて、まさに愛の映画祭だと思いました/リモート参加は移動がなく楽でしたが、次回はリ
アル開催できますように/ひきこもりに通じる子どもがいて、人形劇で本人が動くまで待つという言葉に学
び、安心しました。新しい出会いがあり、また参加したいです/学生にもっとアピールしてほしいと思いま
した。県内巻き込んでムーブメント起こせたら。もっと前から参加しておけばよかった//ハードルはチケッ
トでした。スタッフから声掛けがなかったらあきらめていたかも。アーカイブがあるのもよかったです/オ
ンラインは自宅でゆっくり干渉できて、参加しやすかった/いつも未知との遭遇です/コロナ禍の中、このよ

うな機会を作ってくれた皆さんに感謝します！/映画祭の開催経緯などの詳細をもっと知りたい！/
毎回新しい発見と学びがあります。みんなで作り上げる映画祭はスタッフが自分に優しくワクワク感を持っ
て楽しむことでみんなの心に届く映画祭になることを感じた。/みんなが大切にしたいことって似てると
思った/映画祭に行けない、行きたくない人もいる中で、今回のオンラインは参加層が増えると思う/など

18%

82%

あった

なかった

95%

5% あった

なかった



スタッフアンケート(回答者：21名/スタッフ延べ：239名)

Q：スタッフの居住地域

58%26%

16% 長崎市内

長崎市外

長崎県外

初参加
61.9%

リピーター
38.1％

Q：映画祭に参加したきっかけ

Q：居住地域詳細
長崎市・佐世保市・大村市・諫早市・茨木・新潟・熊本

Q：参加場所は？

Q：新しいつながりはできた？
(はい：85.8％/いいえ：14.3％)

同志的な感情/司書や読者ですが友達になれたよ
うな気がしています/他県の本の人/本当に長崎
LOVEになってしまったので、遊びに行きます/今
度はリアルで会おうねと話せた/FBで友達申請が
た/自立を考える人々/実行委員会の皆様とのつ
ながり/オンラインになったからこそ実行委員会
を手伝ってくれる新しいメンバーが加わってく
れた/Facebookの友達が数人/またお会いしたく
なるような方と出会えた/読者の方で同じような
活動をされている方がいて、繋がることが出来
ました/新しい本の方スタッフの方と知り合えた

Q：映画祭を通した発見や変化
(あった：95.3/なかった4.8％)

やり方が違っても志を同じくする仲間がいる素晴らし
さを再確認/前より他人に優しくなれた気がする/映画
祭で自分を愛することの意味がわかり、自分を大事し
たいと思えるように/「やさしい日本語」という概念
に触れ、自分の中でもまた多様性の窓が１つ開いた/
自分は一人じゃないんだ、共感してくれる人が、話を
聞いてくれる人が、興味を持ってくれる人が沢山いる
んだと再発見/人のことを、属性や特性では、個人と
して見れるようになった/主催者の皆さんが、色んな
ことにチャレンジしていて、失敗しても改善すればい
いじゃん！というのを建前ではなく本気で実践してい
た/UDトークの坂本さんのラボを発見/自己開示ができ
るように/どうにかやり切る人間だとわかった

Q：オンラインのよかったことは？
(あった：100％/なかった：0％)

物理的な距離やハードルを越えていろいろな人に会えた
/家事育児をしながらの参加/地域を超えて一緒に何かを
作り上げ、楽しむことができた/自宅から沢山の人に出
会えた/移動時間の制約なし/他の仕事と調整がしやす
かった/長崎県の素敵な方々と出会えた/関わり方の多様
化実験としてよかった/親の介護の関係でオンラインで
よかった/遠方や事情で会場まで足を運べない人にも関

わりを持ってもらえた/SNSでの友達が増えた

Q：オンラインの困ったことは？
(あった：71.4％/なかった：28.6％)

思った以上にオンラインは忙しいし、疲れる/オンライ
ン上なのでラグがあったり、画面が固まってしまったり、
声が小さく聞こえなかったりがあった/不都合があった
とき自分で修正がしにくい/オンラインのハードルが高
い人が一定数いた/チケットの購入方法を伝えるのが難
しかった/YouTubeと zoomとNスタジオの連動性/当日会
場内での空気感やスタッフの一体感は、オンラインでは
形成できないことを実感した/自分の知識不足など

Q：感想を自由にかいてください(一部抜粋)
昨年より実働実行委員の人数は減ったけど、もっと仲良くなった気がします/できるときにできることをでき
る人がやるという姿勢がとてもいい/とにかく楽しい/時空を超えて長崎という未知の場所のイベントに参加で
きたこと、とてもワクワクでした/主催者のご尽力に感謝の嵐/たくさんの違いを知って、自分自身と向き合う
きっかけに/オンラインのイベントの可能性を具体的に体感できた/自分が一番楽しく、面白く、うれしかった
です/新しい体験の連続でまさに新世界を体感/メイン会場のみんなに混ざりたかった/今後の市民活動やイベ
ント開催のあり方においても１つの礎になるとことを期待/コロナ禍の中で模索し今できる方法で開催できた

Q： 心に残った出来事や言葉(一部抜粋)
自分を大切にすることから始まる/「読者」の方が「みな同じ」とおっしゃった言葉/「この話を聞いて自分も
同じ特性かもしれないと思いました」と言われ、活動をしていてよかったと思った/違うことは違う。でも共
感できる/ベストフレンドマッチングの宮崎スタッフのトークがめちゃくちゃ面白かった/目標は完成度6割で。
何かあったらすぐに改善しますので」っていう言葉に、いい意味で肩の力が抜けました/「普通でいいよ、特
別な何かにならなくていい」って言われた言葉/最終日のおでん/ヒューマンライブラリをつくるのは、みんな
です/当事者の生の声/マジョリティとマイノリティが入れ替わる/誰もが人生の主役なのだと改めて思った

34%

14%14%

33%

5%
代表に誘われた

実行委員に誘われた

自分から参加した

職場で紹介された

37%

58%

5%
メイン会場

自宅

職場



皆にとっての映画祭

新しい自分と出会うことができます：吉村元秀

ＣＭ動画制作：長崎県立大学情報システム学科教員

映画祭のＣМ動画撮影および記録映像の製作などを通じて実

行委員会に参加しています。映画祭の参加者および実行委員

の皆さんを含めた関係者がみんなで志向・創造する「すべて

の人が安心して暮らせる社会」がこの映画祭の中にあります。

来年の映画祭の中で自分はどんな技を身に着けているだろう

か。毎年、次が楽しみになす映画祭です。

映画祭の良さは身近感：つづりさん

ヒューマンライブラリー広報担当：長崎大学学生

ながさき愛の映画祭の良い所は、その身近感にあると思い

ます。映画館で見る映画は、スクリーンの向こうにあって、

遠い国の話のようです。しかしここでは、目の前の人が、

目の前の私に語りかけてくれる。それは、文では、絵では、

音楽では伝えられない、あたたかい何かを感じました。

参加できて、知ることができてとてもよかったです。

ながさき発というブランドで世界へ

ОＰ協力団体：やさしい日本語ツーリズム研究会

「やさしい日本語」のご縁でつながった映画祭。横浜の

自宅からフルに参加しました。リアルの場が前提だった

映画やヒューマンライブラリーも、日本中からの参加者

とリアルに時を共有することで、埋めて余りある素晴ら

しい映画祭になっていたと思います。ながさき発という

ブランドのまま、世界に発信し続けてください。

出会いと気づきの場所：目代陽子

UDトーク利用者：難聴当事者として参加

“誰一人置き去りにしない”という、代表の儀間さんの

モットー、そしてUDトークによる字幕がつくという事を知

り、昨年の第4回ながさき・愛の映画祭から参加しました。

今回も、支援をする方々や当事者の方々に出会い、たくさ

んの気づきがありました。人、そして自分自身を愛するこ

とができるようになる。そんな映画祭です。



主催：Take it 虹！
ながさき・愛の映画祭実行委員会（順不同）

ヒューマンライブラリーNagasaki実行委員会
みんなで暮らす凸凹ひろば
文織工房UDトーク

長崎県立大学情報システム学科学生有志
ながさき自立生活センターこころ

長崎県映画センター
長崎県立大学映画研究会SeaCaT有志
コワーキングスペースscola

アートクェイク
特別支援学校教員有志

ネパールの学校教育を支援する会
学校法人第二岩永学園 こころ未来高等学校

この映画祭は(公財)
県民ボランティア振興基金支援事業です。

映画祭実行委員会



暖かいご支援をありがとうございます！
【ご協力企業・団体・個人】(順不同)

株式会社メディカルネットワークさま
NPO法人長崎人権研究所
長崎県教職員組合さま
九州教具株式会社

合同会社 まなび舎さま
有限会社 栄光式典社さま

AIUEO LAB.さま
夢屋さま

株式会社FAPさま
やさしい日本語ツーリズム研究会さま
斜面地・空き家活用団体つくる邸さま
長崎市市民活動センターランタナさま
長崎外国語大学 宮崎聡子研究室さま
ヒューマンライブラリー新潟

ブック オブ りーふぐりーんさま
こうばるショップさま
ストレンジさま
川口直樹さま
永井優衣さま
高島茂夫さま
加藤芙美さま
ウラシマさま

サポーター紹介


