
今村彩子 上映・講演歴【２０００年～２０２１年６月】 

2021年                                                        

06/27 滋賀／上映   第 72回 滋賀県ろうあ者大会「友達やめた。」上映 

（主催：一般社団法人 滋賀県ろうあ協会） 

06/01~06 ドイツ   第２１回 ドイツ・日本映画祭「ニッポン・コネクション」 

『友達やめた。』オンライン上映 

06/03 愛知／講演   「１１歳の君へ ～いろんなカタチの好き～」上映・講演 （主催：中京大学） 

05/29 神奈川／上映  「友達やめた。」南足柄上映 （主催：南足柄市文化会館） 

05/09 東京／講演   「きこえなかったあの日」上映・トーク（ZOOM） 

（主催：「きこえなかったあの日」大田区上映実行委員会） 

03/24 東京／講演   今井絵理子議員オンラインセミナー（ZOOM） 

03/22-23 愛知／講演  愛知教育大学特別支援教育課程（ZOOM） 

03/16 東京／講演   亜細亜大学（ZOOM） 

03/11 愛知／上映   さくらピア３．１１を忘れない集い「きこえなかったあの日」上映 

 （主催：豊橋障害者（児）団体連合協議会） 

03/07 宮城／講演   耳の日記念手話まつり （主催：宮城県聴覚障害者協会） 

02/28 愛知／上映   とよはしボランティアネットワーク年次集会 

「友達やめた。」上映 （主催：豊橋市社会福祉協議会） 

02/26-28 大阪／上映 「珈琲とエンピツ」上映 （主催：NPO法人ダッシュ） 

02/14 東京／講演   ヒューマンライブラリー（ZOOM） 

02/08 愛知／講演   植田南小学校 

01/25 岐阜／講演   岐阜大学 

01/18 愛知／講演   名古屋市立神の倉中学校 

01/16 東京／講演   順天中高等学校 

01/11 愛知／パネラー 愛知教育大学 （愛知教育大学学生チャレンジプログラム聴覚障害児交流企画） 

2020年                                                        

01/12 岐阜／パネラー メディコス防災シンポジウム 

 （主催：みんなの森 ぎふメディアコスモス自主事業実行委員会） 

2019年                                                        

12/22 東京／上映 令和元年度 東京都北区障害者差別解消法啓発事業「Start Line」上映 

（主催：東京都北区障害福祉課） 

12/08 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映・講演 

 （主催：堺市ろうあ者・手話関係団体協議会） 

12/07 埼玉／上映 人権教育実践交流会「Start Line」上映  

（主催：三芳町人権教育推進協議会/三芳町教育委員会） 

12/02 名古屋／講演 障害のある人もない人も共に生きる ～障害者差別のない社会を目指して～ 

（主催：名古屋市名東区役所 福祉課） 

11/10 愛知／上映 ”人間と性”教育研究協議会 第１４回東海ブロックセミナー「１１歳の君へ」上映 

（主催：愛知”人間と性”教育研究協議会” ） 

11/04 東京／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

 （主催：「架け橋 きこえなかった３．１１」上映実行委員会） 

10/26 秋田／上映 「１１歳の君へ ~いろんなカタチの好き~」上映 （主催：性と人権ネットワーク ESTO） 

10/19 富山／講演  家庭教育を考える部会 （主催：全国ろう学校 PTA連合会） 

10/10 名古屋／上映 シネマスコーレ「Start Line」上映＆本のサイン会  

10/10 大阪／上映 「Start Line」上映 （主催：障害者生活支援センターひびき） 

10/07 東京／講演 「スタートライン ～映画を作ることは人生を深めること～」 

（主催：一橋大学渋沢スカラープログラム事務局） 

10/04 神奈川／講演 手話で子どもの気持ちを語るワークショップ （主催：きこえとことばの教室） 

10/04 神奈川／講演 保護者教室 （主催：横浜市教育委員会） 



09/29 愛知／上映 名古屋言友会創立 50周年記念例会「Start Line」上映 （主催：名古屋言友会） 

09/22 神奈川／上映 U-RYOシネマ特別再上映「Start Line」 （主催：有料映画館 U-RYOシネマ） 

09/07 千葉／上映 流山 手話言語フェスタ 2019「Start Line」 （主催：流山市デフ協会） 

09/06 愛知／講演 ゆりのき祭「１１歳の君へ」上映 （主催：日本福祉大学付属高校文化祭実行委員） 

08/11 愛知／講演 第２回とよはし手話フェスティバル （主催：豊橋手話フェスティバル実行委員会） 

08/3-4 神奈川／上映 第１回有料映画館 U-RYOシネマ「Start Line」上映 

（主催：有料映画館 U-RYOシネマ） 

08/03 東京／本・出版記念パーティー （主催：Tobin Ohashi Gallery） 

07/28 愛知／本・出版記念パーティー （主催：豊橋市障害者福祉会館 さくらピア） 

07/28 静岡／講演 「あやとり会」創立 35周年記念行事 （主催：湖西市手話サークル「あやとり会」） 

07/17 神奈川／上映 無料映画館「Start Line」上映 （主催：無料映画館） 

06/30 岐阜／上映 第２回ダイバーシティ SEKIシンポジウム「１１歳の君へ」上映 

（主催：岐阜県立関高等学校・中部学院大学・関市） 

06/27 愛知／講演 愛知教育大学・特別支援基礎／聴覚障害者心理・生理概論の授業にて講演 

06/23  広島／講演 第 72回広島市ろうあ者福祉大会 （主催：一般社団法人広島市ろうあ協会） 

05/29  愛知／講演 人権問題講座 第 2回「分かり合う」ってどんなこと？～聴覚障がい者の思いや願い～ 

 （主催：名古屋市教育委員会 生涯学習課） 

05/23-26 スイス／映画祭 GINMAKU Japanese Film Festival「Start Line」上映 

05/01 神奈川／上映 無料映画館「珈琲とエンピツ」上映 （主催：無料映画館） 

04/27  愛知／講演 日本福祉大学”九条の会”講演会 （主催：日本福祉大学九条の会） 

03/24 熊本／上映 耳の日ふれあい 2019「架け橋 きこえなかった３．１１」上映  

（主催：熊本市耳の日実行委員会） 

03/23 神奈川／上映 大倉山ドキュメンタリー映画祭「Start Line」上映・トーク 

03/22 福岡／上映 県民講座 映画「Start Line」上映 （主催：（公財）福岡県人権啓発情報センター） 

03/16 愛知／上映 「１１歳の君へ ～いろんなカタチの好き～」上映・講演  

（主催：愛通研Ｎ－あいち企画） 

03/07 東京／上映 東北支援チャリティー上映会「架け橋 きこえなかった３．１１」  

（主催：防災ボランティア灯りの会） 

03/03 大阪／講演 第４１回みみの日記念大会 （主催：公益社団法人大阪聴力障害者協会） 

02/22 愛知／講演 植田南小学校 

02/20 愛知／講演 手話サークルひらけごま 

02/16 京都／上映 第１５回さがの映像祭 「１１歳の君へ」上映 

02/09 北海道／上映 第４０回住民福祉活動を進めるつどい 映画「Start Line」上映会＆講演会 

     （主催：士別市社会福祉協議会・士別市ボランティアセンター） 

01/29 東京／上映 平成 30年度人権啓発行事 映画「Start Line」上映とトーク 

 （主催：公益財団法人東京都人権啓発センター） 

01/24 愛知／上映 あいち人権啓発イベント「11歳の君へ」上映会＆パネルディスカッション 

（主催：愛知県） 

01/15 愛知／講演 １月第２例会 （主催：常滑ライオンズクラブ） 
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12/07 鳥取／上映 「架け橋 きこえなかった 3.11」上映会＆今村彩子講演会 

 （主催：公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会） 

12/08 名古屋／講演 『１１歳の君へ』上映・今村彩子監督×風間 孝氏（中京大学 教授）のトーク 

 （主催：イーブルなごや） 

12/07 宮城／講演 先輩に学ぶ会 DVD「五目ごはん」の上映とお話し （主催：宮城県聴覚支援学校） 

12/03 大阪／上映  ”共に生きるということ“を考える集い「架け橋 ～きこえなかった 3.11」上映・講演会 

（主催：大東市） 

12/03 神奈川／上映 ダイバーシティ映画会「Start Line」上映 （主催：富士通株式会社） 

12/01 東京／上映  HIV/エイズ予防啓発動画の鑑賞会 （協力：Tobin Ohashi Gallery） 

11/25 岐阜／上映  DEAF LGBTQ TOKAI 旗揚げ記念企画「１１歳の君へ」上映＆出演者のミニトーク 

11/25 三重／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 （主催：三重県聴覚障害者協会） 



11/24 長野／上映 「珈琲とエンピツ」上映＆太田辰郎氏×今村彩子監督のトーク 

 （主催：全諏訪聴覚障害者協会） 

11/04 鳥取／上映 「Start Line」上映会 ＆ 今村彩子講演会 （主催：鳥取県手話サークル連絡協議会） 

10/27 愛知／上映 とよはし手話フェスティバル第 2弾/豊橋創造大学大学祭協賛企画 

「１１歳の君へ」上映 （主催：とよはし手話フェスティバル実行委員会） 

10/19 京都／上映 関西クイア映画祭 2018「１１歳の君へ」上映 （主催：関西クイア映画祭） 

10/07 宮城／上映 吉岡宿にしぴりかの映画祭「１１歳の君へ」上映  

（主催：吉岡宿にしぴりかの映画祭実行委員会） 

09/23 大阪／上映 関西クイア映画祭 2018「１１歳の君へ」上映 （主催：関西クイア映画祭） 

09/16 宮城／上映 「五目ごはん」「１１歳の君へ」上映・講演 

 （共催：柴田町手話サークル・宮城県手話通訳問題研究会きぼっこ班） 

08/26 大阪／上映 「１１歳の君へ ～いろんなカタチの好き～」上映・講演 

 （主催：大阪府富田林市聴覚障害者関係協議会） 

08/25 名古屋／上映 愛知“人間と性”教育研究協議会「１１歳の君へ」上映＆講演 

 （主催：愛知“人間と性”教育研究協議会） 

08/11 名古屋／上映 LGBTs講演・グループワーク＆「１１歳の君へ」上映  

（主催：NPO法人 ASTA／Studio AYA） 

07/21 名古屋／上映 映画「Start Line」上映会＆今村彩子さん講演会  

（主催：公益財団法人こうべ市民福祉振興協会） 

07/19 東京／講演 「企業の力をお借りする ～今村監督、映画制作へのアプローチ～」 

 （主催：みみの会） 

07/03 名古屋／上映 今村彩子最新作「１１歳の君へ」上映＆講演 （主催：もみじの会） 

06/19 東京／上映 ダイバーシティ映画会「Start Line」上映 （主催：富士通株式会社） 

06/01 愛知／講演 日本福祉大学 ゼミ 

04/24 東京／上映 自転車活用研究会・映画「Start Line」鑑賞会  

（主催：特定非営利活動法人自転車活用推進研究会） 

04/12 東京／上映 「１１歳の君へ」上映・グループディスカッション （主催：日本オラクル） 

03/21 岩手／上映 平成 29年度あいたっち研修会「スタートライン」上映会 

    （主催：岩手パソコン要約筆記サークルあいたっち） 

03/11 宮城／上映 東日本大震災から７年目の春を迎えて「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

    （主催：あなたの三河やさん） 

03/11 東京／上映 東日本大震災から７年目の春を迎えて in 東京「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

    （主催：亜細亜大学障がい学生修学支援室） 

03/11 福岡／上映 久留米市ボランティアフェスティバル「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

 （主催：第 39回久留米市ボランティアフェスティバル実行委員会） 

03/11 愛知／上映 東日本大震災 ７年目の春を迎えて「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

    （主催：愛通研東三河班） 

03/11 名古屋／上映 東日本大震災 ７年目の春を迎えて「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

 （主催：愛聴協緑区ブロック） 

    03/09 三重／上映 ひゅーまんフェスタ「架け橋 きこえなかった 3.11」上映 

        （主催：伊賀市役所） 

03/04 新潟／上映 第 28回 耳の日フェスティバル「Start Line」上映 

 （主催：一般社団法人新潟県聴覚障害者協会） 

03/03 東京／講演 Techo School -障害者手帳を持つイノベーターに学ぶ「次の働き方」 

 （主催：一般社団法人障害攻略課） 

02/24 愛知／上映 ごちゃまぜ映画まつり 「Start Line」上映 （主催：ＮＰＯ法人ピース・トレランス） 

02/18 名古屋／上映 大須にじいろ映画祭「１１歳の君へ」上映 （主催：大須にじいろ映画祭 2018） 

02/14 名古屋／講演 「本当の“壁”を作っているのは誰？」 

（主催：名古屋大学学生相談総合センター障害学生支援室） 

02/02 北海道／上映 ほほえみのつどい上映会「Start Line」（主催：社会福祉法人池田町社会福祉協議会） 

01/31 名古屋／講演 上田南小学校 



01/25 東京／上映 「映像から今を考える」上映会「Start Line」 （主催：西東京市保谷駅前公民館） 

2017年                                                        

12/18 山梨／上映 福祉教育講演会＆バリアフリー映画上映会「Start Line」 （主催：身延山高等学校） 

12/08 愛知／上映 「スタートライン」鑑賞とトークの会 （主催：手話サークルでんでん虫） 

11/26 大阪／講演 みんな来チャリティ公演２１ （主催：社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会・後援会） 

11/25 北海道／上映 平成 29年度ふれあい広場事業「Start Line」上映 （主催：千歳市社会福祉協議会） 

11/24 スウェーデン／上映 18th Deaf Film Festival 

11/23 北海道／上映 『Start Line」自主上映会 （主催：『Start Line』自主上映会） 

11/19 東京／上映 第一回社協まつり「スタートライン」上映 （主催：御蔵島社会福祉協議会） 

11/18 新潟／講演 第 54回北陸地区聾学校 PTA連絡協議会 新潟大会 

11/12 福岡／上映 「スタートライン」上映＆トーク （主催：福岡聴覚障害者団体連合会） 

11/11 福岡／上映 「スタートライン」自主上映 （主催：聴覚障害教育支援 NPO法人言葉の森くるめ） 

11/10 福岡／講演 福岡県立久留米聴覚特別支援学校 

11/07 新潟／上映 「スタートライン」上映 （主催：長岡市立中島小学校） 

11/01・5 神奈川／上映 第 23回 KAWASAKIしんゆり映画祭 2017「スタートライン」上映 

10/22 岐阜／上映 「スタートライン」上映 （主催：高山聴覚障害者協会） 

10/21 沖縄／上映 「スタートライン」上映＆講演会  

 （主催：一般社団法人浦添市身体障がい者福祉協会 聴覚障害部会） 

10/10 山形／上映 山形国際ドキュメンタリー映画祭「スタートライン」上映 

10/09 鳥取／審査 第 28回 中途失聴・難聴者 兵庫の集い in 芦屋「スタートライン」上映 

 （主催：特定非営利活動法人兵庫県難聴者福祉協会） 

10/06 東京／講演 手話サークル講演会 （主催：手話サークルむさし） 

10/01 鳥取／審査 全国高校生手話パフォーマンス甲子園 （主催：鳥取県） 

09/21  オランダ／上映 Camera Japan Festival 2017 

09/10 福岡／上映 映画「Start Line（スタートライン）」上映会＆講演 

 （主催：スタートライン自主上映実行委員会 

共催：福岡県難聴者・中途失聴者協会／太宰府要約筆記の会「ちくし」） 

09/02 愛知／上映 「珈琲とエンピツ」「Start Line（スタートライン）」２本立て上映 

（主催：希望の架け橋実行委員会） 

08/21 千葉／上映 ミニシアター「Start Line（スタートライン）」上映会 （主催：えのき会後援会） 

08/17 愛知／講演 愛知県事務局職員等人権研修会 （主催：愛知県教育委員会） 

08/06 北海道／上映 想ふ映画館「Start Line」札幌上映会 （主催：想ふ映画館） 

07/  オランダ／映画祭 Camera Japan Festival 「Start Line」上映 

07/23 奈良／上映 2017デフ・フェスティバル「Start Line」上映・トーク 

    （主催：（一社）奈良県聴覚障害者協会） 

07/16 栃木／講演 「“壁”を作っているのは、本当は誰だろう？～映画制作を通して考えたこと～」  

（主催：栃木市聴覚障害者協会／栃木地区手話サークル／栃木県手話通訳問題研究会栃木地域班） 

07/09 三重／上映 ひゅーまんフェスタ 2017「スタートライン」上映 

 （主催：伊賀市・伊賀市教育委員会） 

07/01 大阪／上映 北摂聴覚障害者センターほくほく支援チャリティイベント 

（主催：北摂地区聴力障害者協会 

協力：北摂手話サークル連絡会・大阪手話通訳問題研究会北摂ブロック） 

06/24 東京／上映 日本語字幕付映画「スタートライン」上映 （主催：練馬区難聴児者を持つ親の会） 

06/04 愛知／上映 人生講座「スタートライン」上映 （主催：真宗大谷派名古屋別院） 

06/10~23 沖縄／劇場公開 映画「スタートライン」桜坂劇場 

05/26 東京／上映 ボラステ・シネサロン vol.32「Start Line」上映会  

（主催：ボランティアステーション） 

05/25 東京／講演  『「聞こえない人」と「聞こえる人」自転車社会に何が求められるのか』  

（主催：自転車活用研究会） 

04/28 福岡／劇場公開 映画「スタートライン」北方シネマ 

04/21~23 福岡／劇場公開 映画「スタートライン」東田シネマ 



04/23 愛知／講演 講演会『映画“スタートライン”とコミュニケーション』 

（主催：刈谷市身体障害者福祉協会） 

03/25~04/07 京都／劇場公開 映画「スタートライン」京都シネマ 

03/20 松本／劇場公開 映画「スタートライン」松本 CINEMAセレクト 

03/19 愛知／上映 ウィルあいち交流ネットセミナー「Start Line」上映 

（主催：ウィルあいち交流ネット・公益財団法人あいち男女共同参画財団） 

    03/11 熊本／上映  手話サークルわかぎ天草グループ４０周年を祝う会『架け橋 きこえなかった 3.11』 

 （主催：手話サークルわかぎ天草） 

    03/10 兵庫／上映 “映画の森”特別企画×避難訓練 『架け橋 きこえなかった 3.11』 

 （主催：南足柄市文化会館） 

    03/04 兵庫／上映 「スタートライン」上映会 （主催：宝塚市立男女共同参画センター・エル） 

    02/26 東京／上映 第９回デフカルチャーを知ってもらおう！「Start Line」上映会  

（主催：足立区ろう者協会） 

    02/25 愛知／上映 障害者コミュニケーション推進シンポジウム「架け橋 きこえなかった３．１１」上映  

（主催：愛知障害フォーラム（ADF）） 

    02/18 兵庫／上映 新宮運送グループ「Start Line」上映会 （主催：株式会社新宮運送） 

02/11~17 鹿児島／劇場公開 映画「スタートライン」ガーデンズシネマ 

02/11~17 熊本／劇場公開 映画「スタートライン」Denkikan 

02/11~17 佐賀／劇場公開 映画「スタートライン」シアターシエマ 

    02/05 東京／上映  三連会共催映画上映会「スタートライン」 

 （主催：八王子聴覚障害者協会・手話サークル山吹会・手話サークル桑の実会） 

02/04~10 広島／劇場公開 映画「スタートライン」シネマ尾道 

02/04~10 三重／劇場公開 映画「スタートライン」伊勢進富座 

02/01~14 広島／劇場公開 映画「スタートライン」横川シネマ 

    01/28-29 京都／上映  第１３回さがの映像祭「Start Line」上映・ワークショップ 

       （主催：第１３回さがの映像祭実行委員会・同志社大学ソーシャル・ウェルネス研究センター） 

    01/22 愛知／上映・トーク  常滑ライオンズクラブ結成６０周年記念事業  

映画「Start Line」上映会＆トーク （主催：常滑ライオンズクラブ） 

    01/21 愛知／講演  講演会「自転車で日本を縦断して」 （主催：岡崎手話サークルかやくごはん） 

    01/15 愛知／上映・トーク  「Start Line」長久手上映会 （主催：ごちゃ会） 

01/14~27 横浜／劇場公開 映画「スタートライン」シネマ・ジャック＆ベティ 

    01/13 熊本／講演  ダスキン九州地域『新春のつどい 2017』 （主催：ダスキン九州地域本部） 

    01/11 石川／講演  北陸地域ダスキンファミリー『新春のつどい 2017』 （主催：ダスキン北陸地域本部） 

01/02~13 愛知／劇場公開 映画「スタートライン」刈谷日劇 

2016年                                                        

12/16 愛知／上映  名古屋学院大学現代社会学部イベント「Start Line」上映・トーク 

（主催：名古屋学院大学現代社会学部） 

       12/17 京都／上映  「Start Line」上映会・トーク （主催：NPO法人就労ネットうじ ゆめハウス） 

       12/16 神奈川／上映 「Start Line」チャリティー上映・講演会（主催：東芝手話倶楽部有志） 

       12/10~16 宮崎／劇場公開 映画「スタートライン」宮崎キネマ館 

12/03 岐阜／上映  「Start Line（スタートライン）」上映（主催：いいひだね） 

       12/03 愛知／講演  「架け橋 きこえなかった３．１１」上映・トーク（主催：真宗大谷派名古屋別院） 

       11/26 愛知／講演  ”忘れない ３．１１・・・”（主催：名古屋南ロータリークラブ） 

       11/25 福岡／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：久留米市立南小学校 PTA共育・委員会） 

       11/22 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映・講演 

（主催：大阪府立だいせん聴覚高等支援学校） 

11/19~11/25 金沢／劇場公開 映画「スタートライン」金沢シネモンド 

11/19~12/02 新潟／劇場公開 映画「スタートライン」市民映画館シネウインド 

       11/13 北海道／講演 第５回東区手話まつり（主催：公益財団法人札幌聴覚障害者協会） 



       11/11 静岡／上映 高洲中学校 福祉教育「珈琲とエンピツ」上映（主催：高洲中学校２年部） 

       11/06 群馬／講演 群馬県聴覚障害者教養講座「自転車で日本を縦断して」 

（主催：太田市聴覚障害者福祉協会） 

       11/03 石川／講演 演題「自転車で日本を縦断して」（主催：石川県立ろう学校） 

10/29~11/11 大阪／劇場公開 映画「スタートライン」桜井薬局セントラルホール 

       10/22 愛知／上映 豊橋市制施行１１０周年記念事業市民提案イベント 

          映画『Start line』上映会（主催：豊橋市聴覚障害者協会・豊橋手話通訳学習者の会） 

       10/18 東京／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：わたす日本橋） 

       10/18 山梨／上映 身延山高校「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：身延山高校） 

       10/09 栃木／上映 黒田原駅前ナスタルジック映画祭「Start Line」上映 

（主催：黒田原駅前ナスタルジック映画祭） 

10/08~14 神戸／劇場公開 映画「スタートライン」神戸アートビレッジセンター 

       10/01 宮城／上映 吉岡宿にしぴりかの映画祭「Start Line」上映（主催：吉岡宿にしぴりかの映画祭） 

10/01~28 大阪／劇場公開 映画「スタートライン」第七藝術劇場 

       09/25 東京／トーク 特別企画 トークショー「輝いていこう太陽のように！」 

（主催：第３９回関東ろう者大会 in TOKYO実行委員会） 

       09/18 大阪／上映 特別上映会「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：八尾市立障害者総合福祉センター） 

09/17~10/14 名古屋／劇場公開 映画「スタートライン」シネマスコーレ 

09/03~30  東京／劇場公開 映画「スタートライン」新宿 K’s cinema 

       08/21 東京／講演 映画「スタートライン」完成記念トーク（主催：デフライフジャパン） 

       08/20 大阪／講演 映画「スタートライン」完成記念トーク（主催：ダンドリオン） 

       08/11 東京／講演 「スタートライン」ミニ上映・トーク（主催：ＮＰＯ法人みみより会） 

       08/10 東京／講演 「スタートライン」ミニ上映・トーク（主催：手話サークル江東） 

       07/18 名古屋／上映 映画「架け橋 きこえなかった 3.11」上映・トーク 

 （主催：愛知県高校生フェスティバル実行委員会） 

       07/10 大阪／上映 映画「架け橋 きこえなかった 3.11」上映（主催：ちゃんぷるーフェスタ実行委員会） 

       06/04 愛知／上映 映画「架け橋 きこえなかった 3.11」上映&講演会  

（主催：映画「架け橋 聞こえなかった 3.11」を見る会） 

       05/11 神奈川／上映  3.11を忘れない ALL鎌倉映画祭 2016  

           ～ 私たちの知らない東日本大震災・映画で考える自助・共助 ～（主催：鎌倉人震災銭湯をつくる会） 

       04/26 東京／完成試写会 『Start Line』上映会（主催：Studio AYA） 

       04/21 大阪／完成試写会 『Start Line』上映会（主催：Studio AYA） 

       04/19 名古屋／完成披露会 『Start Line』上映会（主催：Studio AYA） 

       03/31 名古屋／上映 忘れないために 『架け橋 きこえなかった 3.11』上映会 

（主催：薔薇棘大ナゴヤ会） 

       03/24 愛知／上映 「架け橋 きこえなかった 3・11」上映＆ 小島 一宏さんの歌とトーク 

（主催：豊明市連合婦人会） 

       03/13 愛知／上映 ともに守ろう 身近な命 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映  

       （主催：常滑手話サークルペンペン草（設立 40周年記念企画実行委員会） 

       03/12 岐阜／上映 平成 27年度福祉講演会「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：瑞浪市社会福祉協議会／後援：瑞浪市） 

       03/11 スイス／上映 ティチーノ州映画「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会  

       （主催：在ジュネーブ領事事務所、Camelia Club Giapponese (C.C.G.)） 

       03/06 三重／上映 みみの日記念手話フェスティバル「珈琲とエンピツ」上映 

（主催：一般社団法人三重県聴覚障害者協会） 

       02/27 愛知／上映 復興支援チャリティー上映会「架け橋 きこえなかった 3.11」  

       （主催：とよた市民活動センター・とよた若者交流事業実行委員会） 

       02/22 横浜／上映 映画上映会「架け橋 きこえなかった 3.11」（主催：ボランティア・市民活動分科会） 

       02/11 名古屋／上映 第 4回人権セミナー 他人事ではない～見方をかえて、おきかえて～ 

       「架け橋 ～きこえなかった 3.11を取材して感じたこと～」  



       （主催：名古屋市・名古屋市教育委員会・愛知人権啓発活動ネットワーク協議会） 

       01/16 大阪／上映 北摂チャリティイベント（主催：北摂地区聴力障害者協会） 

       01/14 名古屋／講演 ろう者と聴者の架け橋に（主催：名古屋市東生涯学習センター） 
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12/14 愛知／上映 『架け橋 きこえなかった 3.11』上映会＆監督トークイベント 

（主催：愛知淑徳大学 メディアプロデュース学部） 

12/10 長野／上映 平成２７年度 諏訪地区人権研修会 「架け橋 きこえなかった 3.11」上映  

（主催：諏訪地方事務所） 

12/03 東京／上映 人生講座 宗祖親鸞聖人７５０回（御遠忌）法要お待ち受け特別講座 「珈琲とエンピツ」 

 （主催：真宗大谷派名古屋別院） 

11/23 東京／上映 手話サークル桑の実会４０周年記念 「珈琲とエンピツ」上映会＆講演会 

（主催：手話サークル桑の実会） 

11/22 愛知／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：私学をよくする愛知父母懇談会 岩倉ブロック） 

11/08 東京／上映 ～話そう！手のことば～TOKYO手話カレッジ 「珈琲とエンピツ」 （主催：東京都） 

11/08 東京／講演 たましろフェスタ２０１５ in 新宿 （主催：新宿区聴覚障害者協会） 

11/01 秋田／講演 第３０回秋田県聴力障害者福祉大会（主催：一般社団法人秋田県聴力障害者協会） 

10/10 京都／上映 聞こえない／聞こえにくい人にとっての大学と情報保障 

（主催：立命館大学生存学研究センター） 

10/04 名古屋／上映 “きこえない”は伝え方次第・・・「珈琲とエンピツ」上映 

（主催：名古屋難聴児を持つ親の会） 

09/27 大阪／講演 平成２７年度泉州地区手話研究会 第２回学習会 

（共催：泉州地区聴力障害者協会・泉州手話サークル連絡会） 

09/12 長野／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

（主催：グリーン・ヒルズ中学校（学校法人いいづな学園）） 

09/06 青森／講演 第３８回青森県ろうあ者大会ｉｎつがる市（主催：一般社団法人青森県ろうあ協会）  

08/23 三重／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：鈴鹿市ボランティア連絡協議会） 

07/28 静岡／上映 夏休み手話教室特別企画映画上映会 「珈琲とエンピツ」上映 

（主催：三島手話サークルよつば友の会） 

06/28 岐阜／上映・講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：御嵩町文化協会） 

06/19 愛知／上映・トーク 地域のコミュニケーションを考える 映画「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：ＮＰＯ法人たはら広場） 

06/13 名古屋／上映 福祉映画祭 in NAGOYA 2015（主催：（社福）ＡＪＵ自立の家） 

06/12 イタリア／上映 「架け橋 きこえなかった 3.11」上映会（主催：国際交流基金ローマ日本文化 

会館・協力：ローマろう研究所 ISSR・ローマ国際ろう映画祭 CINEDEAF） 

06/06 名古屋／上映 宮城のドキュメント映画上映会 第２弾 今村監督といっしょに観る 

「架け橋 きこえなかった３．１１」（主催：宮城のドキュメンタリー映画上映実行委員会） 

05/13 愛知／講演 映画上映＋今村彩子監督講演会「聴覚障害をもつ人からの社会への働きかけ」 

           （主催：愛知大学文学部社会学コース 社会調査実習） 

05/12・13 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

04/27 名古屋／上映 憲法週間記念行事「講演と映画の会」 （主催：名古屋市西文化センター） 

04/15・24 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

03/28 京都／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

（主催：「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会実行委員会） 

03/22 宮崎／講演 第４２回宮崎県耳の日記念大会  

           （主催：社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会・全国手話通訳問題研究会宮崎県支部・ 

        特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会宮崎県支部・宮崎県手話サークル連絡協議会） 

03/15 山梨／上映 聞こえない人と災害を考える集い「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：山梨県中途失聴・難聴者協会）  

03/15 香川／上映 第３５回手話まつり「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

（主催：公益社団法人 香川県聴覚障害者協会） 



03/14 愛知／上映 いつもの絆（つながり）「珈琲とエンピツ」上映＆太田辰郎さんの講演 

（主催：防災塾ライフボート・穂の国まちづくりネットワーク） 

03/11 東京・大阪・北海道／上映 ３．１１ あの震災を忘れない 東日本大震災フィルム上映会  

           （主催：伊藤忠テクノソリューションズ（株）ＣＳＲ・セキュリティ総括部） 

03/11 岐阜／上映 「絆」３．１１を忘れない「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

(主催：絆プロジェクト実行委員会） 

03/10 東京／上映 日立グループ 上映会『架け橋 きこえなかった３．１１』＋今村監督の講演  

           （主催：㈱日立製作所 CSR・環境戦略本部 社会貢献部） 

03/７～12 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

03/07 愛知／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：希望の架け橋実行委員会） 

03/01 千葉／上映 第３４回 耳の日まつり 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：社会福祉法人千葉県聴覚障害者会） 

02/22 岡山／上映 平成２６年度「耳の日の集い」「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：「平成２６年度耳の日集い」実行委員会） 

02/21 大阪／上映 ハートケアフェスタ「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：大阪狭山市 災害ボランティアネット） 

02/18 三重／上映 三重県南勢志摩地域活性化局 防災セミナー（主催：三重県南勢志摩地域活性化局） 

02/08・12・20 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

02/04 名古屋／講演 名東生涯学習センター後期講座 講演「聞こえない私が感じてきたこと  

～今も失敗しながら前を向いて歩いています～」（主催：名古屋市名東区生涯学習センター） 

02/01 宮城／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映＆講演会 in 石巻 

（主催：一般社団法人宮城県聴覚障害者協会） 

01/31 長野／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：いいづなやまびこ手話の会） 

01/10・14・26 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

01/17 兵庫／防災減災大学習会 （主催：特定非営利活動法人神戸ろうあ協会） 

2014年                                                       

12/13 東京／上映 平成２６年度 福祉映画会「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：八王子市心身障害者福祉センター） 

12/10 愛知／講演 研修サークル水曜会 講演会 （主催：研修サークル水曜会） 

12/07・12・15 大阪／上映「架け橋 きこえなかった３．１１」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

12/06 愛知／上映 男女共同参画映画上映会「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：ひがしうら女性の会） 

12/05 愛知／講演 情報保障支援学生団体「てくてく」理解啓発研修会（主催：愛知教育大学） 

11/29 名古屋／上映・講演 ボランティアフェスティバル２０１４ 「音のない３．１１」上映  

        （主催：ボランティアフェスティバル２０１４実行委員会） 

11/24 岡山／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（公益財団法人 岡山市ふれあい公社 岡山ふれあいセンター） 

11/16 富山／講演 第３６回 文化のつどい （主催：（社福）富山県聴覚障害者協会） 

11/09 筑波  第１０回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム  

         （主催：日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）国立大学法人筑波技術大学） 

11/06 宮城／上映・講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」（主催：（公社）仙台北法人会青年部会） 

11/06・15・16 大阪／上映 「架け橋 聞こえなかった 3.11」「珈琲とエンピツ」（会場：シアターSPEC） 

11/03 宮城／上映・講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 （主催：宮城県聴覚障害者協会） 

10/28 静岡／上映・講演 静岡市役所夜間講座「架け橋 きこえなかった３．１１」（主催：静岡市役所） 

10/26 三重／上映・講演 「架け橋 聞こえなかった 3.11」上映会 inよんよん祭 

（主催：四日市大学総合政策学部松井ゼミ） 

10/25 愛知／上映・講演 2014年度創造祭特別企画 防災を考える集い 「架け橋 きこえなかった 3.11」 

上映会&防災講演会（主催：豊橋創造大学手話サークルしゅわっチ・豊橋創造大学保健医療学部看護

学科・救命救急サークル チーム QQ） 

10/19 岐阜／上映 バリアフリー展「珈琲とエンピツ」上映（主催：多治見市役所福祉課） 

10/11・12・16・22 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（会場：シアターSPEC） 



10/11・12・14・22 大阪／上映 「珈琲とエンピツ」上映（会場：シアターSPEC） 

10/04 岐阜／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：社会福祉法人郡上市社会福祉協議会） 

09/28 千葉／講演 なかまのつどい 

09/21・22 大阪／上映 「珈琲とエンピツ」上映（会場：シアターSPEC） 

09/19 東京／上映 「架け橋 聞こえなかった 3.11」上映会 

（主催：有限責任監査法人トーマツ CSR推進室） 

09/13 岐阜／上映 「架け橋 聞こえなかった 3.11」上映会 （主催：なでしこ会） 

09/07 愛知／上映 三遠南信災害ボランティア交流学習会 障害者の防災を考える 

          ～ 聞こえなかった３．１１ ～ 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

         （主催：豊橋防災ボランティアコーディネーターの会） 

09/05 名古屋／上映 あいち国際女性映画祭 2014 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

         （主催：公益財団法人あいち男女共同参画財団・あいち国際女性映画祭 2014運営委員会） 

08/31 大阪／上映 「珈琲とエンピツ」「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（会場：シアターSPEC 

08/23 大阪／上映 ヒューマンドキュメンタリー映画祭＜阿倍野＞ 

「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：ヒューマンＤＦプロジェクト） 

08/19 東京／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」自主上映会 

（主催：有限責任監査法人トーマツ CSR推進室） 

08/17 横浜／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映・今村彩子トーク 

（主催：ひよこっちと元気な仲間たち） 

08/09～12 大阪／上映 「珈琲とエンピツ」上映（会場：シアターSPEC） 

08/03 静岡／上映・講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

（後援：静岡市・静岡市社会福祉協議会） 

08/01 鳥取／上映 「ユニバーシティライフ ～ろう・難聴学生の素顔～」上映                 

  （主催：鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校） 

07/26 広島／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：大野地域人権啓発推進協議会） 

07/26 長野／上映・講演 防災講演会「３．１１とその後  

～「架け橋きこえなかった３．１１」の制作を通して～」(主催：安曇野聴覚障害者協会） 

07/20 岐阜／講演 大垣市中川ふれあいセンター（主催：一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会） 

07/16 長野／上映・講演 架け橋 きこえなかった３．１１」塩尻上映会 

（主催：塩尻市手話「架け橋」上映実行委員会） 

07/05 広島／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：大野地域人権啓発推進協議会） 

07/01 三重／講演 みえみえなびクリエイティブ・カフェ（主催：特定非営利活動法人みえみえなび） 

06/28 岐阜／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：地域主体の国際協力・岐阜 

DDC(=Decentralized Development Cooperation)-GIFU＆「架け橋」上映会賛同メンバー） 

06/24 宮城／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会 

（主催：宮城県倫理法人会女性委員会仙台ブロック） 

06/08 東京／講演 第６回新宿区手話学習者全体研修会（主催：新宿区手話サークル） 

06/05・12 愛知／講演 愛知教育大学 

05/29 ドイツ／上映 日本映画専門映画祭ニッポンコネクション「架け橋 きこえなかった３．１１」 

05/24 兵庫／上映 「珈琲とエンピツ」上映会＆講演会 in 三田市（主催：三田市総合文化センター） 

05/18 千葉／上映 匝瑳市聴覚障害者協会創立２０周年記念大会「架け橋 きこえなかった３．１１」 

（主催：匝瑳市聴覚障害者協会） 

04/13 埼玉／上映 震災について考える「架け橋 きこえなかった３．１１」上映 

（主催：さいたま市聴覚障害者協会） 

04/08 千葉／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：ひだクリニック ） 

03/29 名古屋／上映 ドキュメンタリー「つりざお」鑑賞会（主催：ダスキン愛の輪） 

03/19 名古屋／上映 緑区地域福祉のつどい「架け橋 きこえなかった３．１１」上映          

        （主催：緑区社会福祉協議会） 

03/16 東京／上映 ポスト「３．１１」社会のカタチ 私たちのオモイ「架け橋 きこえなかった３．１１」                 

（主催：国立市公民館） 

03/11・13 東京／上映 3.11映画祭「架け橋 きこえなかった３．１１」 



03/11 愛知／上映 障害者の防災を考える集い「３．１１を忘れない」 

（主催：豊橋市障害者福祉会館さくらピア） 

03/09 青森／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映会（主催：株式会社青森冠婚葬祭互助会） 

03/09 千葉／上映 “聴覚障害者に笑顔を”チャリティー上映会「架け橋 きこえなかった３．１１」上映   

（主催：流山市デフ協会） 

03/08 愛知／上映 ドキュメンタリー映画「架け橋 きこえなかった３．１１」長久手上映会                                

（       （主催：長久手上映実行委員会） 

03/02 福井／上映 耳の日記念フェスティバル「架け橋 きこえなかった３．１１」上映         

 （主催：社団法人福井県聴覚障がい者協会） 

03/02 北海道／上映 耳の日記念市民の集い「架け橋 きこえなかった３．１１」（主催：小樽ろうあ協会） 

03/02 北海道／講演 第３４回 旭川耳の日のつどい（主催：社団法人旭川ろうあ協会） 

02/22 長野／上映・講演 耳の日記念講演会（主催：上田市聴覚障害者協会） 

02/13 大阪／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」（主催：障害者生活センターひびき） 

02/12 名古屋／講演 名古屋市立諏訪小学校 

02/09 東京／上映 「珈琲とエンピツ」「架け橋 きこえなかった３．１１」  

             （主催：小平市聴力障害者協会） 

02/08 神奈川／上映 「音のない３．１１」（主催：神奈川県立聴覚障害者福祉センター 

02/03 愛知／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：尾張旭市地域婦人団体連絡協議会） 

02/01 名古屋／上映・講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：名古屋掖済会病院） 

01/25 神奈川／上映・講演 「珈琲とエンピツ」上映（主催：横須賀手話サークル連絡協議会） 

01/20 神戸／上映・講演 ＫＷＮまなぶ部会 映画「架け橋 きこえなかった３．１１」上映  

           （主催：ＫＷＮ（神戸市西区自立支援協議会）） 

01/17 神戸／上映 「架け橋 きこえなかった３．１１」上映（主催：ＮＰＯ法人神戸ろうあ協会） 

01/09 宮城／上映・講演 長町病院新春学習会「架け橋 きこえなかった３．１１」            

（主催：公益財団法人 宮城厚生協会 長町病院） 

01/08 愛知／上映・講演 愛知教育大学 

2013年                                                                       
       12/21~27 東京／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」渋谷アップリンク              

    12/21 講演 「架け橋 きこえなかった３．１１」弥富市上映会（主催：ＪＡ愛知厚生連海南病院） 

    12/19 神戸／上映・講演 神戸聴覚特別支援学校 

    12/16 愛知／上映・講演 ドキュメンタリー映画上映・講演会（主催：愛知県立大学 多文化共生研究所） 

    12/15 東京／上映・講演 東京大学「音のない３．１１」上映（主催：日本学術会議 言語・文学委員会） 

    12/12 名古屋／上映・講演 障がいのある方を理解する研修会（主催：港区障害者市立支援協議会） 

    12/10～23 札幌／劇場公開 「架け橋 きこえなかった 3.11」 蠍座 

    12/08 京都／上映・講演 京都市ろう女性部（主催：京都市聴覚障害者協会） 

    12/07 静岡／上映・講演 関東地区聾学校 PTA連合及び関東地区聴覚障害者親の会合同研修会 

（主催：関東地区聾学校 PTA連合会） 

    12/06 名古屋／上映・講演 梅森坂小学校 

    11/30 イタリア／上映・講演 ローマ ＣＩＮＥＤＥＡＦ映画祭 「架け橋」上映 

（主催：ローマＣＩＮＥＤＥＡＦ映画祭事務局） 

    11/24 名古屋／上映・講演 防災講演「大震災が、きこえない」（主催：大震災がきこえない実行委員会） 

11/23～29 神戸／劇場公開 「架け橋 きこえなかった 3.11」 神戸アートビレッジセンター 

    11/23 東京／講演 情報アクセシビリティー・フォーラム（主催：一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

    11/21 北海道／上映・講演 平成２５年度ふれあい広場事業「架け橋」（主催：千歳市社会福祉協議会） 

    11/17 群馬／上映・講演 第 32回群馬県聴覚障害者福祉大会（主催：群馬県聴覚障害者協会）  

    11/10 岐阜／上映・講演 「音のない３．１１」上映（主催：手話サークルすみれ） 

    11/09 愛知／上映 愛知大学地域政策学部公開講演会（主催：愛知大学地域政策学部）  

    10/26～11/15 大阪／劇場公開 「架け橋 きこえなかった 3.11」 シアターセブン  

10/24 名古屋／上映 「架け橋」（主催：メニコンＡＮＮＥＸ） 

     

    10/19 東京／上映・講演 講演会（主催：東京都難聴児を持つ親の会） 



    10/16 名古屋／上映・講演 第４７回全日本聾教育研究大会 

（主催：第４７回全日本聾教育研究大会（愛知大会）実行委員会） 

    10/14 香川／講演 ダスキンフェア in かがわ（主催：ダスキン） 

    10/13 東京／上映・講演 市民手話まつり（共催：東久留米市ろうあ協会・東久留米市障害福祉課） 

    10/11 神奈川／上映・トーク 第 19回 KAWASAKIしんゆり映画祭 2013 

（主催：NPO法人 KAWASAKIアーツ・映画祭事務局） 

    09/27 宮崎／上映・講演 県民人権講座（主催：宮崎県 人権同和対策課） 

    09/25 名古屋／上映・講演 名古屋市立中央高校 

    09/21 新潟／上映・講演（主催：長岡市ろうあ者福祉協会） 

    09/15 岐阜／上映・講演／岐阜 手話サロンＳＬシアター 今村彩子ドキュメンタリー映像３本同時上映 

        （主催：手話サロンＳＬ／中部学院大学・中部学院大学手話サークル） 

    09/14 愛知／上映・講演 「珈琲とエンピツ」（主催：『珈琲とエンピツ』長久手上映委員会） 

    09/14～27 東京／劇場公開 「架け橋 きこえなかった 3.11」 新宿 K’s cinema 

    09/07 鹿児島／上映・講演 第 62回全九州ろうあ者大会・第 41回全九州手話通訳者研修会   

        （主催：九州聴覚障害者団体連合会） 

    09/05 東京／上映・講演 東京都立中央ろう学校 

    09/04 東京／上映・講演 亜細亜大学  

    08/31 大阪／上映・講演 「珈琲とエンピツ」（主催：北摂地区聴力障害者協会） 

    08/18 京都／上映・講演 ゆめりあで夢を話そう「珈琲とエンピツ」（主催：ゆめハウス） 

    08/17～23 東京／劇場公開 「架け橋 ～きこえなかった３．１１～」新宿 K's cinema 

    08/10 名古屋／上映・講演 新しい公共フォーラム・あいち 2013「音のない３．１１」（主催：愛知県） 

    08/03 大分／上映 「珈琲とエンピツ」（主催：ランドマーク２１） 

    07/20 滋賀／上映・講演 「音のない３．１１」（主催：滋賀県聴覚障害者防災活動事業対策委員会） 

    07/07 福井／上映・講演 第２６回福井県ろうあ者福祉大会（主催：福井県聴力障害者福祉協会） 

    07/06 京都／上映・講演 京都府立聾学校鶴舞分校同窓会創立３０周年記念 

（主催：京都府立聾学校鶴舞分校同窓会） 

    07/03 名古屋／上映・講演 「音のない３．１１」上映（主催：名古屋掖済会病院 防災・災害対策委員会） 

    07/01 愛知／上映・講演 「音のない３．１１」上映（日本福祉大学）              

    06/22~28 静岡／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シネマイーラ 

    06/16 愛媛／上映・講演 第６４回愛媛県聴覚障害者大会（主催：愛媛県聴覚障害者協会） 

    06/15 三重／上映・講演 「珈琲とエンピツ」上映（主催：三重県立聾学校）  

    06/03 名古屋／上映・講演 私が私らしくあるために（主催：名古屋市女性会館） 

    05/30 名古屋／上映・講演 人権講座「音のない３．１１」上映（主催：名古屋市瑞穂生涯学習センター）  

    05/26 北海道／上映・講演 ジョブコーチ養成研修「珈琲とエンピツ」上映 

（主催：特定非営利活動法人 なよろ地方職親会） 

    05/11 埼玉／上映・講演 聴覚障害教育を考える会（主催：聴覚障害教育を考える会） 

    05/03 東京／上映・講演 「音のない３．１１」上映（主催：Iconicity in Language and Literature） 

    05/01 名古屋／上映・講演 ユニバーサルデザイン特論で講演（主催：金城学院大学） 

     04/24 名古屋／上映・講演 「珈琲とエンピツ」上映（主催：えきさい看護専門学校）                

       04/20~26 福島／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」フォーラム福島 

    04/12 愛媛／上映・講演 ダスキンファミリー感謝のつどい（主催：ダスキン） 

    04/07 愛知／上映・講演 「音のない３．１１」上映（主催：デンソー） 

    03/24 宮城／上映・講演 耳の日大会（主催：宮城県ろうあ協会）               

       03/23~29 佐賀／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シアターシエマ 

    03/17 横浜／上映・講演 ポレポレ交流会（主催：手話・筆記ボランティア派遣ポレポレ） 

    03/16 東京／講演 板橋区耳の日集い（主催：東京都板橋区聴覚障害者協会） 

     03/13 愛知／上映・講演 中級手話講座（主催：豊橋市社会福祉協議会） 

    03/10 兵庫／上映・講演 第３２回耳の日記念大会（主催：NPO法人神戸ろうあ協会）  

    03/09 名古屋／上映・講演 青少年まるごとフェスティバル（主催：名古屋市青少年交流プラザ） 

    03/03 山口／上映・講演 山口県ろうあ者大会（主催：山口県聴覚障害者協会） 

    02/28 名古屋／上映・講演 緑生涯学習センター公開講座（主催：名古屋市緑生涯学習センタ－） 



    02/24 岐阜／上映・講演 防災研修（主催：岐阜市聴覚障害者協会） 

    02/17 愛知／上映・講演 「五目ごはん」上映（主催：尾北地区聴覚障害者福祉協会） 

    02/16 茨城／上映・トーク 筑波大学復興プロジェクト上映会（主催：筑波大学復興プロジェクト） 

    02/11 大阪／上映・講演 NPO法人デフサポートおおさか 設立５周年記念イベント 

（主催：NPO法人デフサポートおおさか） 

    02/10 大阪／上映・講演 松原市福祉大会 （主催：松原市社会福祉協議会） 

    02/03 名古屋／上映・講演 「音のない３．１１ ～被災地にろう者もいた～」 

（主催：千種区障害者地域自立支援協議会） 

    01/27 名古屋／ワークショップ 東北復興 SBフォーラム in中部～SB発！復興そして共生社会へ～ 

       08/19     （主催：特定非営利活動法人企業支援ネット） 

    01/26 東京／上映・トーク 「珈琲とエンピツ」上映・トーク（主催：立川市聴覚障害者協会） 

    01/20 東京／上映・講演 第２７回東京都中途失聴・難聴者の集い（主催：東京都中途失聴・難聴者協会） 

    01/19 大阪／上映・講演 防災研修（共催：高槻市聴力障害者協会・高槻市教育委員会） 

      01/17 愛知／上映・講演 平成２４年度第２回あいち人権講座 

（主催：愛知県・愛知人権啓発活動ネットワーク協議会） 

       01/15 広島／上映・講演 ダスキン新春のつどい（主催：ダスキン） 
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12/22~28 大分／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シネマ５ 

12/17 愛知／上映・講演 愛知県立大学 

12/12 愛知／上映・講演 日本福祉大学 

12/08~14 横浜／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シネマ・ジャック＆ベティ 

12/02 神奈川／上映・講演 「サラリーマンライフ ビデオカメラから始まった私の履歴」 

（主催：社団法人神奈川県聴覚障害者協会） 

11/29 東京／上映・講演 「何が災害弱者をつくるのか ― 3.11から見えたこと」 

（主催：ビデオアクト上映プロジェクト） 

11/25 神奈川／上映・講演 厚木市移動教室（主催：社団法人神奈川県聴覚障害者協会） 

11/18 岡山／上映・講演 第２８回県民ふれあい手話まつり 

（主催：公益社団法人 岡山県聴覚障害者福祉協会） 

       11/17~30 広島／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」横川シネマ 

       11/17~23 広島／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シネフク・シネモード 

11/13 愛知／講演 愛知県立一宮聾学校 幼稚部保護者対象講演会 

10/26~11/01 大阪／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シアターセブン 

10/07 長野／上映・講演 第 54回北信越ろうあ者大会（主催：（社）長野県聴覚障害者協会） 

09/25 鳥取／上映・講演 第３９回人権尊重社会を実現する鳥取市民集会（主催：鳥取市人権教育協議会） 

09/17 兵庫／上映・講演 こうれいしゃのつどい（主催：兵庫県聴覚障害者協会） 

09/15 大阪／上映・講演 東日本大震災ドキュメンタリー「架け橋」上映 （主催：松原市社会福祉協議会） 

09/13 愛知／上映・講演 愛知県立岡崎ろう学校 PTA講演 

08/24 大阪／上映・講演 よーいどん！フェスタ （主催：ダスキン） 

08/19 愛知／上映・講演 チャリティー上映「架け橋」（主催：春日井手話サークル連絡会 

（あやとり・あさがお・ハンドトーク）・春日井市聴覚障害者福祉協会） 

08/18~24 京都／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」京都シネマ 

08/18 名古屋／上映・講演 多文化映画祭（主催：日本語教育国際研究大会） 

08/05 奈良／上映・講演 奈良デフフェスティバル（主催：奈良県聴覚障害者協会） 

08/01 群馬／上映・講演 全国医学生ゼミナール 

07/29 愛知／上映・講演 （主催：豊田みよし聴覚障害者協会） 

07/24 鳥取／上映・講演 人権教育研修会 鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校 

07/22 東京／上映・講演 第２１回聴覚障害者精神保健研修集会 

07/02 愛知／上映・講演 大同大学  

07/01 石川／上映・講演 第４９回石川県ろうあ者福祉大会（主催：（社）石川県聴覚障害者協会） 

06/30~07/13 名古屋／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」伏見ミリオン座 

06/30 東京／上映・講演 Deaf Life JAPAN講演シリーズ（主催：Deaf Life JAPAN） 



06/28 宮崎／上映・講演 宮崎県立延岡しろやま支援学校  

06/27 宮崎／上映・講演 人権啓発指導者研修（主催：宮崎県） 

06/26 宮崎／上映・講演 宮崎県立都城さくら聴覚支援学校  

06/24 静岡／上映・講演 第６２回静岡県ろうあ者大会（主催：静岡県聴覚障害者協会） 

06/23~29 神戸／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」神戸アートビレッジセンター 

06/23 三重／上映・講演 よっかいち人権大学あすてっぷ「珈琲とエンピツ」上映 

（主催：四日市市人権センター） 

06/20 愛知／講演 愛知県立豊橋ろう学校 PTA講演会  

06/16 長野／講演 長野県立長野ろう学校  

06/09 愛知／講演 中部大学 生命健康学部  

06/06 名古屋／講演 名古屋市女性会館主催講座「音のない被災地」（主催：名古屋市女性会館） 

05/27 名古屋／上映・トーク 「珈琲とエンピツ」「架け橋 第３弾」上映 

（共催：南医療生活協同組合・Studio AYA） 

05/20 大阪／上映・講演 「架け橋」上映（主催：日本手話アトリエ） 

05/05~06/01 大阪／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」シアターセブン 

05/02 名古屋／講演・上映 金城学院大学 

04/29~05/04 東京／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」オーディトリウム渋谷 

04/29 名古屋／講演・上映 「珈琲とエンピツ」上映（主催：名古屋難聴児を持つ親の会） 

04/22 広島／講演・上映 （主催：広島手話通訳問題研究会）  

03/31 名古屋／上映・講演 「架け橋 ～前へ進む力～」上映（主催：名古屋市聴覚障害者協会） 

03/24 静岡／シンポジウム 被災地と弱者 ～東日本大震災１年～（主催：静岡第一テレビ） 

03/17 石川／講演 （主催：ダスキン） 

03/14 愛知／上映・講演 東日本大震災の被災ろう者のドキュメンタリー上映 

03/10~04/06 東京／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」新宿 K‘ｓCinema 

03/04 沖縄／講演 沖縄県耳の日大会（主催：沖縄県聴覚障害者協会） 

02/25 名古屋／講演・上映 あったかミニミニ福祉フェスタ（主催：名古屋学院大学） 

02/19 兵庫／講演 ろう教育フォーラム in兵庫（主催：社団法人兵庫県聴覚障害者協会）  

02/18 静岡／講演 （主催：静岡県聴覚障害者親の会） 

02/10 福岡／講演 （主催：福岡県立福岡高等聾学校） 

02/09 愛知／講演 「絆 ～伝える 伝わる つながる 結ぶ～」（主催：さくらピア） 

02/05 名古屋／上映 au NAGOYA「珈琲とエンピツ」上映（主催：珈琲とエンピツ実行委員会）  

02/04 愛知／講演・上映 東三河ボランティア集会（主催：豊橋市社会福祉協議会） 

01/29 静岡／講演・上映 （主催：浜松手話サークル） 

01/28 名古屋／上映・トーク バー Kobo「珈琲とエンピツ」上映 

01/19 茨城／講演 筑波技術大学 

01/15 大阪／上映・講演 京阪地区三団体合同新年会 

01/12 名古屋／上映･講演 （主催：名古屋市南生涯学習センター） 
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12/18 名古屋／講演 （主催：名古屋難聴児を持つ親の会） 

12/17 静岡／ワークショップ （主催：静岡県聴覚障害者協会青年部）「ビデオ撮影の基本」 

12/16 名古屋／講演  大高南学区 まちづくりセミナー 

12/12 東京／上映  つながり映画祭「珈琲とエンピツ」上映 

12/11 京都／講演・上映  東日本大震災ドキュメンタリー上映 

12/03~16 愛知／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」ユナイテッド・シネマ豊橋 18 

12/10 静岡／講演・上映 全難聴東海ブロック＆全要研中部ブロック合同研修会 

（主催：全難聴東海ブロック・全要研ブロック） 

12/03~16 愛知／劇場公開 映画「珈琲とエンピツ」ユナイテッド・シネマ豊橋 18 

12/01 神奈川／講演 自立活動講演会 

11/27 東京／講演 （主催：東京都サークル連絡協議会） 

11/26 群馬／講演・上映  

11/24 岐阜／講演 （主催：中部学院大学手話サークル） 



11/23 大阪／上映・トーク 「珈琲とエンピツ」・「架け橋」上映（主催：「地方の時代」映像祭） 

11/22 名古屋／上映・講演 （主催：手話サークルひまわりの会） 

11/20 三重／上映・講演 （主催：津市聴覚障害者協会） 

11/19 愛知／上映・講演 （主催：愛知教育大学教育臨床総合センター）今村彩子ドキュメンタリー映画上映 

11/16 愛媛／上映・トーク 差別をなくする県民のつどい 

11/13 愛知／講演 （主催：西尾市聴覚障害者協会）手話サークル青い鳥創立３０周年記念大会 

11/09 新潟／講演  「高等教育・社会における手話」にいがた市民大学 

11/08 静岡／上映・トーク 「珈琲とエンピツ」上映・トーク 

11/05 名古屋／上映・講演 チャリティー上映会「架け橋 ～地域の絆～」上映（主催：名古屋市聴覚障害者協議会） 

10/31 大阪／講演 （主催：大阪市立聾学校）人権講演会 

10/28 名古屋／上映  名古屋聾学校文化祭「架け橋」上映 

10/25 静岡／上映・講演 （主催：静岡県立浜松聴覚特別支援学校ＰＴＡ） 

10/23 名古屋／上映 「珈琲とエンピツ」上映（主催：名身連聴覚言語障害者情報文化センター） 

10/22 愛知／講演・上映 （主催：豊橋創造大学 学園祭） 

10/16 宮崎／講演・上映 （主催：宮崎県手話サークル連絡協議会） 

10/10 岡山／講演・上映 （主催：岡山ふれあいセンター） 

10/02 名古屋／講演 （主催：緑区ネットワーク）「東日本大震災から学ぶ」 

10/01 静岡／上映 （主催：「珈琲とエンピツ」上映実行委員会） 

09/25 三重／講演 （主催：四日市市ろうあ福祉会）・・・ 

第２３回四日市手話祭「レンズの向こうのドキュメント ～取材を通じて感じたこと～」 

09/23 名古屋／上映 （主催：株式会社アンプリライブ）・・・ 

ありがとうの会「東日本大震災ドキュメンタリー映画上映会＆「命と絆」の講演会 

09/22 静岡／講演 「私の体験を通して後輩に伝えいたいこと」（主催：静岡県立沼津聴覚特別支援学校） 

09/18 福岡／講演  大牟田聴覚障害者福祉協会 創立６０周年記念大会（主催：大牟田聴覚障害者福祉協会） 

09/17 福岡／講演  平成２３年度公開講座「聴覚障害者の今とこれから」（主催：福岡県立小倉聴覚特別支援学校） 

09/04  兵庫／講演・上映  第３２回兵庫県ろうあ女性のつどい in 淡路 (主催：（社）兵庫県聴覚障害者協会)・ 

09/03  長野／講演・上映  東日本大震災を取材して・「架け橋」上映 

08/27 東京／講演・上映 「架け橋」上映（主催：大田区聴覚障害者協会・大田区聴覚障害者の参政権保障委員会） 

08/08 神戸／講演 ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル 近畿地域大会（主催：ダスキン） 

07/16 名古屋／講演  デイズ写真展（主催：DAYS JAPANサポーターズクラブ名古屋） 

07/15 青森／講演  ダスキンファミリー感謝のつどい（主催：ダスキン） 

07/09 名古屋／講演・上映 「架け橋 ～東日本大震災 東北の被災ろう者は今～」上映 

（主催：名古屋市聴覚障害者協議会） 

07/03 岩手／講演・上映  夏の研修会 (主催：岩手手話通訳問題研究会)・ 

06/26 東京／講演  東京都ろうあ婦人のつどい（主催：（社）東京都聴覚障害者連盟女性部） 

06/24 愛知／上映・講演 （主催：田原手話サークル） 

06/19 長野／講演・上映 「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映（主催：飯田手話普及委員会） 

06/18 名古屋／講演・上映 「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

（主催：北区社会福祉協議会・北区聴覚障害者・ボランティア連絡会(きたわ会)） 

06/12 大阪／講演・上映 「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

（主催：「障害者とともに」を考える企画グループ ちまちま工房） 

06/09 講演・上映会／名古屋 「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

（主催：手話サークル手むすび） 

06/04 愛知／講演・上映 ・愛通研東三河班公開学習会「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

05/28 福岡／講演・上映  がんばＲＯＵ東日本！東日本大震災チャリティー上映会 

（主催：元気の風・後援：大野城市身体障害者福祉協会聴覚障害者部会・大野城手話の会 

05/19 名古屋／講演  人権講座「映画で共に生きる社会を」（主催：中村生涯学習センター） 

05/15 奈良／講演･上映  第２４回奈良県ろうあ者大会（主催：（社）奈良県聴覚障害者協会） 

05/05 名古屋／上映会・トーク 「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

（主催：元気の風 後援：手話サークルたんぽぽ） 

04/27 名古屋／講演  金城学院大学 



04/24 名古屋／上映 ・愛知県手話通訳問題研究会定期総会「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

04/23 東京／上映・トーク 「被災地のろう者は今～東日本大震災を取材して～」上映 

災害対談：今村彩子×粟野達人（東聴連）×司会・庄崎隆志（Office風の器） 

04/22 埼玉／上映・トーク・「架け橋 ～東日本大震災 宮城の被災ろう者は今～」上映 

04/10 三重／上映・トーク  がんば ROU 東日本！東北関東大震災チャリティー上映会（主催：元気の風） 

03/27 兵庫／講演・上映 聴覚障害者労働サロン ～聴覚障害者が働くことって？～「サラリーマンライフ」上映 

（主催：兵庫県聴覚障害者協会） 

03/26 東京／上映・「昭和を切り拓いたろう女性からあなたへ」「ユニバーシティライフ 」上映 

03/17 名古屋／講演・上映  (主催：名古屋市緑区社会福祉協議会) 

03/16 愛知／講演･上映 （主催：手話サークル ひらけごま） 

03/06 山形／講演  耳の日記念集会（主催：山形県聴覚障害者協会） 

03/04 埼玉／講演  埼玉県立坂戸ろう学校 

02/25 長野／キャンペーン活動  ＪＲ長野駅構内（主催：ダスキン愛の輪運動基金） 

02/12 石川／講演 （主催：ダスキン） 

02/11 東京／講演  東京ろう女性史編さん事業報告会 

01/31 静岡／講演  浜松海の星高校 

01/12 大阪／講演 （主催：ダスキン） 

01/05 埼玉／講演・上映  大東文化大学 

2010年                                                          

12/19 岡山／講演 「岡山市手話学校特別講座」 

12/13 愛知／講演 「映画で共に生きる社会を」（主催：愛知教育大学教育学部／障害児教育講座）・市 

12/06 東京／上映・トーク 「つながり映画祭」 

11/29 宮崎／講演  

11/21 千葉／講演・上映  (主催：鎌ヶ谷市聴覚障害者福祉会) 

11/20 名古屋／講演・上映 ドキュメンタリー映画と講演のつどい 

「交通事故手話裁判 ～手話障害を言語障害として認めて欲しい～」上映（主催：名古屋市聴覚障害者協会） 

11/11 愛知／講演・上映 「元気の風 ～映画で社会を変える～」（主催：手話サークル ぴえろの会） 

11/05 石川／講演  石川県立ろう学校 

11/04 福井／講演  福井県立ろう学校 

10/05 愛知／講演  「映画で共に生きる社会を」（主催：東三河地域研究センター） 

09/07 宮崎／講演  宮崎県立延岡ととろ聴覚支援学校 

09/06 福岡／講演  福岡県立小倉聴覚特別支援学校 

09/05 長崎／講演・上映 ・第 59回全九州ろうあ者大会・第 38回全九州手話通訳者研修会 

09/03 愛知／講演  東海・北陸地域ホームサービス責任者勉強会（主催：ダスキン） 

08/28 東京／講演 ・全国高校生の手話によるスピーチコンテスト 

08/03 東京／講演・上映 （主催：世田谷区手話サークルたんぽぽ） 

07/29 三重／講演・上映  「デフファミリー ～日本・韓国・カナダの家族物語～」上映 

07/22 長野／講演 （主催：東三河地域研究センター） 

07/20 静岡／講演 （主催：東三河地域研究センター） 

07/11 長野／講演・上映 （主催：デフネットながの） 

07/07 名古屋／講演 「手話の世界を訪ねよう」「手話で話そう」（主催：南山大学名古屋キャンパス） 

07/02 東京／講演 （主催：和光大学ＥＹＥコミュニケーションゼミナール） 

06/27 静岡／上映・トーク 「アロハ! サーフ店長物語」上映（主催：手話サークルあやとり会） 

06/19 三重／講演  ＰＴＡ人権講演会（主催：三重県立ろう学校） 

06/11 横浜／講演・上映 「交通事故裁判 ～手話は言語障害として認めて欲しい～」 

・・         「菜々子１３歳 中学生日記に出演」「デフスクールとぶどうの木」上映 

04/25 福岡／講演 （主催：北九州手話の会新虹の会） 

04/18 岐阜／講演・上映 （主催：岐阜県聴覚障害者福祉協会） 

04/13 名古屋／講演・上映  「映画で共に生きる社会を」（主催：南医療生活協同組合 事業所利用委員会） 

04/10 名古屋／上映 「アロハ！サーフ店長物語」上映・ライブ★手話バンド《ＷＩＮＧ》（主催：元気の風） 

03/20 愛知／上映・トーク  元気の風 第６弾 上映＆トークショー（主催：元気の風） 



03/17 名古屋／講演・上映  人権特別講演会（主催：名古屋市守山生涯学習センター） 

03/13 愛知／上映・ライブ （主催：元気の風） 

03/07 神奈川／講演・上映 第 25回神奈川県手話フェスティバル「映画で共に生きる社会を」 

（主催：神奈川県聴覚障害者協会） 

02/27 名古屋／トーク ダスキン広げよう愛の輪運動基金キャンペーン活動（主催：ダスキン） 

02/26 愛知／講演 （主催：愛知県立豊橋聾学校） 

02/14 福岡／上映  元気の風 第５弾 上映会（主催：元気の風） 

02/13 熊本／講演 （主催：熊本県立熊本ろう学校） 

02/12 宮崎／講演  宮崎県立延岡ととろ聴覚支援学校 

02/11 宮崎／映画・トーク  延岡ととろ聴覚支援学校「小さな夢がいっぱい」 

02/06 大阪／上映・講演  第６回大阪市三団体研修会 

（主催：大阪市聴言障害者協会・大阪市手話サークル連絡会・大阪手話問題研究会大阪市ブロック） 

01/30 東京／上映  元気の風 第４弾 上映会（主催：元気の風） 

01/27 神奈川／講演・上映 （主催：川崎市麻生区手話サークルつばさの会） 

01/22 愛知／講演・上映 （主催：田原市手話サークル） 

01/21 長野／講演 （主催：ダスキン） 

01/17 愛知／講演・ワークショップ （主催：一宮市聴覚障害者協会青年部「ビデオカメラで撮影してみよう」） 

2009年                                                          

11/28 大阪／講演・上映  (主催：関西手話カレッジ） 

11/19 名古屋／講演 （主催：ダスキン） 

10/27 愛知／講演・上映 （主催：手話サークル「あいの会」） 

10/24 名古屋／講演・上映  平成２１年度後期講座「こころをつなぐ手話」（主催：名古屋市緑生涯学習センター） 

10/16 東京／講演  亜細亜大学 

10/13 名古屋／講演・上映 （主催：手話サークル「ひまわりの会」） 

10/10 名古屋／講演・上映 （主催：たから診療所 事業所利用委員会） 

10/05 大阪／上映  大阪市立聾学校 

10/04 大阪／上映  元気の風第三弾！「デフファミリー ～日本・カナダ・韓国の家族物語～」上映（主催：元気の風） 

09/13 愛知／上映  「サラリーマンライフ」上映（主催：愛通研東三河班学習会 ） 

09/12 名古屋／上映  ＥＣＯ３５見学会・「サラリーマンライフ」上映（主催：株式会社三五 手話） 

09/03 名古屋／上映・トーク （主催：手話サークルおてだま） 

08/24 名古屋／講演  ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル（主催：ダスキン） 

07/31 鳥取／上映  鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校 

07/28 石川／講演  ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル（主催：ダスキン） 

07/18 名古屋／上映・トーク （主催：Studio AYA） 

07/07 名古屋／上映・講演 （主催：南医療生協組合） 

07/02 名古屋／講演 （主催：手話サークルたんぽぽ） 

07/01 名古屋／上映・講演 （主催：名古屋造形大学）名古屋造形大学公開講座  

06/19 神奈川／上映・講演 （主催：手話サークル） 

06/09 愛知／上映・講演 （主催：尾張旭手話サークルあさひ） 

06/06 千葉／上映・講演 （主催：ろう・難聴教育小研究会） 

05/05 名古屋／上映・講演 （主催：守山手話講座） 

04/25 名古屋／上映・トーク （主催：Studio AYA） 

03/22 名古屋／上映・ライブ （主催：Studio AYA） 

03/19 大阪／上映・講演 （主催：ダスキン）ダスキンレントオール事業部直営働きさん勉強会 

03/10 名古屋／上映・講演 （主催：愛通研）愛通研名古屋班学習会 

02/25 名古屋／上映・講演 （主催：大和証券会社手話教室） 

01/16 名古屋／上映・講演 （主催：名古屋市立大学手話部） 

01/15 愛知／アメリカ手話指導・講演 （主催：豊橋市社会福祉協議会） 

01/10 宮崎／上映・講演 （主催：Studio AYA） 

2008年                                                         



11/29 大阪／上映・講演  日曜教室（主催：大阪市聴言障害者協会） 

09/13 愛知／上映・講演  豊橋創造大学“情報福祉展”「サラリーマンライフ」上映（主催：豊橋創造大学） 

08/06 愛知／講演  第２８回全国ろう学生の集い アメリカ手話の講師（主催：全国ろう学生懇談会）  

07/30   ／講演  ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル（主催：ダスキン）   

05/29 名古屋／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：名古屋市手話サークルてむすびの会） 

05/23 韓国／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：Deaf Media／韓国） 

2007年                                                         

10/27 鳥取／上映・講演  鳥取県立鳥取聾学校「人権週間」  

10/20 茨城／講演  高等教育における講義情報保障問題シンポジウム（主催：PEP-NET JAPAN） 

09/23 愛知／講演・上映  第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや 

（主催：社会福祉法人愛知県社会福祉協議会） 

09/07 神奈川／講演 ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル（主催：ダスキン） 

07/14 愛知／講演  愛知医科歯科大学 手話指導（主催：愛知学院大学歯学部） 

05/25 韓国／上映  デフメディア祭（2日間） 

2006年                                                        

12/22 東京／講演 ダスキン埼玉西エリア家庭市場推進勉強 

「手話について学ぼう ～ちょっとお役にたてたらうれしいね～」（主催：ダスキン東京本社） 

12/03 新潟／上映  「ユニバーシティライフ」上映 （主催：新潟聴覚障害者協会青年部） 

11/24 東京／上映・講演  「こころのつぼみ」「響いて」「あそびにおいで」上映（主催：浪）  

10/21 愛知／講演  「映像制作ワークショップ」講師（主催：Dスピリッツ）  

10/15 愛知／講演  高校生セミナー講演「大学の講義保障について」（主催：東海聾学生懇談会）  

09/27 名古屋／上映・講演  名古屋市立第三幼稚園 幼稚園職員研修「ユニバーシティライフ」上映 

09/16 愛知／上映・講演  豊橋創造大学“情報福祉展”「ユニバーシティライフ」上映（主催：豊橋創造大学） 

08/26 愛知／上映・講演  愛知教育大学女性部学習会「ユニバーシティライフ」上映（主催：愛知教育大学女性部） 

08/08 愛知／講演  愛知学院大学歯学部「ようこそサリバン先生」手話教室 （主催：愛知学院大学歯学部）  

08/02 愛知／講演  豊橋科学技術大学「サイエンス」手話教室アシスタント（2日間） 

07/20 神奈川／講演  ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル神奈川地域大会（主催：ダスキン） 

07/12 滋賀／上映・講演 ミスタードーナツフレンドシップフェスティバル近畿地域大会（主催：ダスキン） 

06/17 愛知／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：愛知県聴覚障害者協会講演会学習会） 

05/27 兵庫／講演  愛の輪地域活動「手話教室」講師（主催：ダスキン愛の輪運動基金） 

04/16 愛知／上映・講演 「ユニバーシティライフ」上映（主催：名古屋市手話通訳者連絡会） 

03/18 愛知／上映・講演 「ユニバーシティライフ」上映・講演「大学における情報保障について」 

（主催：小坂井町手話サークル） 

03/10 名古屋／上映・講演 「ユニバーシティライフ」上映（主催：中日ビル手話サークル） 

03/04 鳥取／上映・講演  耳の日大会 「ユニバーシティライフ」上映（主催：鳥取県ろうあ協会） 

02/25 岐阜／上映・講演  西農映像祭「ユニバーシティライフ」上映 

（主催：特定非営利活動法人デジタル・アーカイブ・アライアンス） 

01/28 岐阜／講演  男女共同参画フォーラム  

01/25 愛知／上映 新春映画会「こころのつぼみ」「響いて」「ユニバーシティライフ」上映 

（主催：愛知県立豊橋聾学校同窓会） 

2005年                                                         

12/17 名古屋／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：NPO法人つくし寺小屋そら） 

11/23 三重／上映・講演 「ユニバーシティライフ」「つくしの現在」上映・講演「ドキュメンタリー制作を通して」 

 （主催：三重県聴覚障害者協会）  

10/20 大阪／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：ダスキン愛の輪運動基金） 

09/17 愛知／上映・講演  豊橋創造大学“情報福祉展”「ユニバーシティライフ」上映（主催：豊橋創造大学） 

08/28 宮崎／上映・講演  「ユニバーシティライフ」上映（主催：宮崎県立都城聾学校） 

08/28 鹿児島／上映 「モザイク」上映 （主催：NPOデフネットかごしま） 

08/02 愛知／講演 愛知学院大学歯学部「ようこそサリバン先生」手話教室（主催：愛知学院大学歯学部）  

07/20 愛知／上映・講演 「ユニバーシティライフ」上映・講演「大学の講義情報保障とカナダのろう教育」 



（主催：小牧市手話サークル「おてだま」） 

06/29 名古屋／上映 「モザイク」上映（主催：日本聴覚障害教育実践学会）  

04/01 名古屋／上映 「モザイク」上映（主催：AIS Club）  

03/26 鹿児島／上映・講演 「ユニバーシティライフ」上映・講演「映像制作を通して出会った人々」（主催：For dear-F） 

2004年                                                         

09/18 愛知／上映・講演  豊橋創造大学“情報福祉展”「ユニバーシティライフ」上映（主催：豊橋創造大学） 

09/12 名古屋／上映 「映像作家を目指す人のためのワークショップ」「こころのつぼみ・ふるさとでひびきあって」           

（主催：愛知国際女性映画祭） 

2003年                                                        

12/20 愛知／講演「聞こえないこと・手話のこと・君の心に伝えたいこと」（主催：S.T.A．なみだの分かちあいアジア） 

2002年                                                        

02/22 愛知／講演 「ねぇ聞いて 聞こえない私のこと！」（主催：とよはしボランティアネットワーク）  

2000年                                                        

12/03 愛知／講演  日本福祉大学シンポジウム「STEP」講演「愛知教育大学の大変革」（主催：日本福祉大学） 


