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������	����� 第１回上映会『この世界の片隅に』

日 時：2020年8月24日（月）
①10:00～12:06（開場9：30）②13:00～15:06
（開場12：30）
場 所：上田映劇
参加者：子ども（３名）保護者（３名）教育・
支援関係者（４名）芸術関係者（２名）

第2回上映会『はちどり』
日 時：2020年9月24日（木）
①10：00～②13：00～
会 場：トラゥムライぜ
参加者：子ども（44名）保護者（2名）教育・支援
関係者（6名）芸術関係者（1名）その他（１名）
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������	����� 第３回上映会『ブレッドウィナー』

日 時：2020年10月26日（月）
（映画上映）14:30～16:04
（監督登壇）16:05～
会 場：上田映劇
参加者：子ども（26名）保護者（4名）教育・支援
関係者（11名）芸術関係者（4名）その他（3名）

• ノラ・トゥーミー監
督が現地アイルランド
よりオンライン登
壇！
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������	����� 第4回上映会
『ニュー・シネマ・パラダイス』

日 時：2020年11月26日（木）
① 10:00~12:03 ／② 14:00~16:03

会 場：上田映劇
参加者：子ども（30名）保護者（9名）教育・支援
関係者（11名）芸術関係者（1名）その他（2名）

• 35mmフィルムでの上映会
のあと、バックヤードツ
アーを開催。親子が参加し
てくれた。
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������	����� 第5回上映会
『劇場版ごん - GON,THE LITTLE FOX』

日 時：2020年12月21日（木）
① 11:00~12:25 ／② 14:00~16:25

会 場：トラゥムライぜ
参加者：子ども（25名）保護者（5名）教育・支援
関係者（6名）芸術関係者（1名）その他（0名）

• はじめて会場での監督登壇を
行なった。「人形」という存在
の大きさ。「人形」に代弁さ
せる。「人形」を介したコ
ミュニケーションの可能性。
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������	����� 第6回上映会
作品①：『家なき子希望の歌声』

日 時：2021年1月18日（月）13:30~15:24
会 場：トラゥムライぜ
参加者：子ども（20名）保護者（0名）教育・支援
関係者（3名）芸術関係者（0名）その他（0名）

作品②：『82年生まれ、キム・ジヨン』
日 時：2021年1月18日（月）10:00~12:03
会 場：トラゥムライぜ
参加者：子ども（2名）保護者（7名）教育・支援
関係者（2名）芸術関係者（0名）その他（1名）

• 子ども向けだけでなく、保護者向けの上映も行う。
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����/�� $'�(& 第7回上映会『アイヌモシリ』

日 時：2021年2月22日（月）
①10:30~12:00 ②13:30~15:00

会 場：トラゥムライぜ
参加者：子ども（名）保護者（0名）教育・支援関
係者（3名）芸術関係者（0名）その他（0名）

• 飛び入りゲストとして、支援者
の方がアイヌの民族楽器を演奏
してくださる。
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• 7/30(木) 24名（生徒1，サムガクスタッフ2、メディア4、支援者2，

行政1，幼児3、10代2、20代1、30代3、40代3，50代1，70代1）
• 8/23(日) 26名（生徒9、サムガクスタッフ2、保護者5、10代1、40代1、不

明8）

• 8/24(月)10名（生徒1、支援者1、協議会1，10代2、20代2、30代2、40
代1）

• 9/24 (木) 38名（生徒15、サムガクスタッフ5、保護者1、地球環境高校
6、支援者2、10代2、30代2、40代1，不明4）

• 10/27 (月) 23名（生徒1、サムガクスタッフ3、支援者1、10代2、20代
3、30代5、40代2，50代6）

• 11/26 (木) 29名（生徒3、サムガクスタッフ1，相談者20代女性1、10代
9、20代6、30代6、メディア1、70代2）

• 12/21 (月) 37名（生徒15、サムガクスタッフ6、10代3、支援者1、相談者20代
女性1、30代8、50代3）

• 1/18 (月)午前10名（生徒2、スタッフ3、30代1、40代4）
午後11名（生徒9、支援者1、行政1）

• 2/22 (月)午前11名（生徒3、スタッフ2、10代3、20代2、50代1）
• 午後13名（10代1、20代2、30代5、メディア2、40代2、70代1）
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CULUTRE.NAGANO で検索！
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