
開催日 ： 2019年6月21日（金）

時 間 ： ①上映会（英語字幕付き） 12:20-13:00 （開場 12:00）
②上映会（英語字幕付き） 13:40-14:20 （開場 13:20）
③上映会（日本語字幕付き）18:15-18:55（開場 18:00）

トークイベント 19:10-20:30

会 場 ： 26号館地下1階多目的講義室（B104）
対 象 ： 早大生・教職員・一般
言 語 ： 日本語・英語
参加費 ： 無料
事前登録 ： 不要（各回80席、立ち見可）
ゲスト ： 映画監督 中川駿（なかがわ・しゅん）氏

本作は39分という短編ながらも、当事者を“取り巻く周囲の人々”
にフォーカスを当てることで、彼らの過剰な配慮によって翻弄されて

いく当事者、そして周囲のリアルな心の葛藤を描いた今までにない
視点の作品です。

今回開催する3回の上映会のうち、最終回では、本編上映後に
中川駿監督をスペシャルゲストにお迎えしたトークイベントも開催し
ます。監督と直接ホンネトークできるチャンスです！

This is a film that also manages to focus on those who are caught up
in the surrounding situation. With the protagonists feeling intimidated by
the excessive consideration towards them, in only 39 minutes the film also
illustrates the real mental conflicts of the surrounding people as never before.

The director Mr. Shun Nakagawa will come to have a talk event after the final
screening. Please do not miss the precious chance to talk directly with the
director about the film!

Date : June 21, 2019 (Fri)

Time : 1. Screening (English subtitles) 12:20-1:00pm (Doors open: 12:00pm)
2. Screening (English subtitles) 1:40-2:20pm (Doors open: 1:20pm)
3. Screening (Japanese subtitles) 6:15-6:55pm (Doors open: 6:00pm)

Talk event 7:10pm-8:30pm

Place : B104, Building 26
Eligibility: Waseda Students, Staff and General Public
Language: English & Japanese
Fee: Free!
Registration: Not required (80 seats for every screening)
Guest: Shun Nakagawa (Film Director)
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《ストーリー》

とある高校2年生のクラス。ある日唐突に『LGBTについて』の授業が

行われた。しかし他のクラスではその授業は行われておらず、生徒

たちに疑念が生じる。

「うちのクラスに LGBTの人がいるんじゃないか?」

生徒らの日常に波紋が広がっていき…

《Story》
One day in a high school 2nd year class, suddenly there was a
lesson held with the topic "about LGBT".
However, other classes did not have this lesson and so doubts
were raised among the students.
“Could there be LGBT people in our class?”
The ripples spread in the everyday life of the students ...
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