
令和３年度 宮崎県人権啓発推進協議会委託（宮崎県人権啓発活動協働推進事業）

学生と当事者がともに考える虹色人権フォーラム
映画「his」上映会＆トークセッション

誰もが好きな人と暮らせる地域、学校、職場とは？

映画上映会「his 」〜好きだけではどうしようもない（英語字幕）
１２月３日（金）一回目上映９：４０〜１１：４５（開場９：３０）

二回目上映１４：５０〜１６：５５（開場１４：４０）

この映画には、LGBTの人々、古くから根付いている共同体の共存への希望、親権を争
う法廷劇、変化しつつある家族の形、そしてシングルマザーが直面する過酷な現状など
が描かれる。一方で本作には、LGBTQ作品につきものの、偏見と無知にまみれた悪役
が登場しない。LGBT（マイノリティ）vs 社会（マジョリティ）ではなく、全ての人が
社会の一員としてフラットに描かれる。マイノリティだからと何かを諦めて生きてきた
迅と渚が、そして彼らに関わった人たちが、それぞれに境界線を超えていく人間ドラマ。

令和３年

１２ ３月 日 （金）

宮崎国際大学国際交流センター

人はあたりまえに生きること、すなわちHuman
rights (人権)を尊重されなければなりません。しか
し、私たちの身の周りには、あたりまえに生きる
ことが困難な状況が存在しています。このフォー
ラムでは「誰もが好きな人と暮らせる地域、学校、
職場とは？」をテーマに、映画「his」の上映会と
トークセッションを行い、あたりまえに生きる権
利、Human rightsについて考えていきます。

学生と当事者による虹色トークセッション
１２月３日（金）１３：１０〜１４：３０（開場１３：００）

話題提供者：山田 健二（レインボービュー宮崎代表）

コメンテーター：パートナーシップ宣誓制度を利用している当事者の方
宮崎国際大学虹色カフェ（LBGTQアライサークル）
エリック・ボンド Ph.D.（宮崎国際大学 社会学教授）

ファシリテーター＆通訳：笠井 綾 Ph.D. （宮崎国際大学 心理学講師）
ファシリテーター＆サポート：ステファニー・リム M.A.（宮崎国際大学 英語講師）
ファシリテーター＆サポート：ウィリアム・ホール Ph.D. （宮崎国際大学 美術准教授）

LGBTQとはLレズビアン（女性の同性愛者）、Gゲイ（男性の同性愛者）、Bバイセクシュアル（両性愛者）、

Tトランスジェンダー（性別違和）、Qクエスチョニング（性自認や性的指向を定めない人）など、性的多様
性を表す総称の一つとして使われている言葉です。LGBTQの５文字だけが全てではありません。例：LGBTIQ / 
SOGIESCなど。
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お問い合わせ：宮崎国際大学地域連携センター
outreach@sky.miyazaki-mic.ac.jp

※個人情報の取り扱いについて：お申し込みの際にご入力いただくお名前やメールアドレ
スなどの個人情報は参加人数を把握するため、またCOVID-19の状況による開催変更のご連
絡や、ご参加に際しての注意事項、参加後のアンケートをお送りするために使用いたしま
す。本事業の目的以外には使用いたしません。

虹色人権フォーラム参加申込

お申し込みは右のQRコードより、オンラインフォームにご記入
ください。開催前に詳細をお送りさせていただきます。

QRコードの読み取りができない場合はこちらのURLより。
https://forms.gle/qap7apeWAtJXZmFM9

『COVID-19感染予防のためのお願い』
• 体調が良くない、同居人や身近な知人に感染疑いの方がいる場合
は、自主的に参加を見合わせてください。

• マスクを持参し会場での着用をお願いします。
• 入場時の検温、手指消毒をお願いします。

私達は「MICのすべての学生・教員にとって安全な場所を作
る。そのためにみんなで話し合い、考えを共有しながらより
良い環境づくりを目指します」を目的に活動しているLGBTQ
学習・Allyサークルです！

2018年からスタートし、１年生から４年生、そしてMICの先
生方も参加してくださっています！

数週間に一度ミーティングをし、みんなで考えや意見を共有
したり、学びを深めるなど、より「LGBTQ Friendly College」
を作ることを目標に活動しています。

虹色カフェインスタグラム： rainbow_cafe_mic
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2021 Miyazaki Prefecture Human Rights Promotion Association Commission (Human Rights Unity Measure Department)

Thinking Together about LGBTQ Rights 
Miyazaki Rainbow Human Rights Forum

Film Screening & Talk Session

---Film Screening---
Film Title: 「his」

1st Screening→ 9:40 – 11:45 (Venue opens at 9:30)

2nd Screening→ 14:50 – 16:50 (Venue opens at 14:40)

The movie depicts the various challenges of a changing family structure: a divorcing couple’s child 
custody battle, an LGBTQ couple’s reconciliation and long standing desire to live together in a 
rural community, and the difficulties faced by a single mother. Prejudice towards LGBTQ is not 
the focus of this movie. Instead, the audience is challenged to think beyond the binary of 
minority vs majority. Every character is depicted as an equal member of society, each with their 
own personal struggles and growth.

2021 This forum will provide an opportunity for 
MIC students, faculty, staff and Miyazaki 
citizens to think about and discuss ways to 
improve our society in terms of promoting 
LGBTQ and other fundamental human 
rights.

Rainbow Panel-Talk Session 
13:10 – 14:30 (Venue opens at 13:00)

Guest Speaker : Kenji Yamada (Director of Rainbowview Miyazaki)

Panelists : LGBT who applied the same-sex partnership system

MIC Rainbow Café (LGBTQ Ally Circle)

Erick Bond Ph.D. (Miyazaki International College, Professor of Sociology)

Facilitation & Support :  Aya Kasai Ph.D. (MIC Psychology Lecturer)

Stephanie Lim M.Ed. (MIC English Lecturer) 

William Hall Ph.D. (MIC Associate Professor of Art)

LGBTQ stands for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning. LGBTQ is one of the 

commonly used terms. Other common acronyms include but are not limited to LGBTQ and SOGIESC. 
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December 3
Friday

MIC International Center (Cafeteria)

What is the ideal community, school, and 

workplace environment to have with your partner?
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Contact: Miyazaki International College 
Center for Community Outreach
outreach@sky.miyazaki-mic.ac.jp

* Names and email addresses entered for the application will be used to check the number of 
participants, to communicate if there are changes to the event, and to get survey feedback after 
the forum. They will not be used for other purposes.

Rainbow Forum Registration

Please access the online registration form with the QR code.
If you cannot use the QR code, here is the URL.
https://forms.gle/qap7apeWAtJXZmFM9

[Requests for prevention of COVID-19]
• If you are not feeling well, or you live with someone or 

someone close to you who is suspected of being 
infected, please voluntarily refrain from participating.

• Please bring your mask and wear it at the venue.
• Please measure your temperature at the time of 

admission and disinfect your hands.

We are MIC’s LGBT ally circle. The purpose of the group 
is to make MIC safe and comfortable for all students, 

teachers and staff. We work to improve MIC’s learning 

environment by sharing ideas and through dialogues. We 

started the group in 2018. Students and teachers 
participate in our regular meetings. We meet once every 

few weeks. We learn together and share our ideas to 

make MIC a LGBTQ Friendly College.

Follow us on Instagram! rainbow_cafe_mic
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