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バリアフリーに特化したオンライン劇場『THEATREforALL』 

ドライブインシアター＆しばふシアターでの野外上映などを行う 
「まるっとみんなで映画祭」を開催！ 






ノンバーバルな作品やアクセシビリティの充実、野外や車内という視聴環境でどなたで
も気軽に楽しめるバリアフリー映画祭を千葉・印西の複合施設「theGreen」で実施。 

日   時｜ 2021年12月4日（土）11:00〜20:10 
プログラム｜ 参加型プログラム お絵かきテーブル「まるっとみんなで、ももたろう」 
しばふシアター   「シナぷしゅ」 「も るめたも」 「ぼ くたちものせて！」 
「まるっとみんなで、ももたろう」 
ドライブインシアター「ぼくと魔法の言葉たち」 
料   金｜ ドライブインシアター(一般)800円、(障害者割引)500円/そ の他コンテンツ無料 


       



《お問い合わせ》  

【一般】「まるっとみんなで映画祭」運営事務局（株式会社precog内） 
    Mail：tfa@precog-jp.net Tel：03-6825-1223（受付時間平日10:00〜18:00） 
【報道関係】広 報担当宮崎、小仲 
    Mail：press.precog@gmail.com Tel：050-5478-5248（10:00〜18:00平
 日のみ） 
    ＊広報用画像はこちらか
 らダウンロードください。 
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「まるっとみんなで映画祭」 



THEATREforALLpresents

は、演劇・ダンス・映画・メディア芸術を対象に、アクセシビリティに特化
したオンライン劇場です。 
この度、障害者週間にあわせ、オンラインと野外イベントを交えたバリアフリー映画祭「ま
るっとみんなで映画祭」を開催します。 
初日となる 月 日（土）には千葉・印西市の複合施設「theGreen」を会場に、プライベートな
空間で体験する《ドライブインシアター》や、無料で楽しめる《しばふシアター》、アニメー
ション制作を体験する《参加型プログラム》を大人も子どもも、障害のある人も、言葉がわか
らなくても楽しめる内容で実施します。 


THEATREforA
 LL
        
 
     
       
    12 4 
      

       
        


写真：theGreen
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ドライブインシアターでは2017年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされ
た自閉症の少年と家族の奇跡の感動作「ぼくと魔法の言葉たち」を、しばふシアターでは乳幼
児向け番組「シナぷしゅ」をはじめ親子で親しめる作品を中心に上映、当日お絵かきした作品
がアニメーションになる参加型プログラム「まるっとみんなで、ももたろう」も実施。世代や障
害の有無をこえて楽しめるバリアフリーでインクルーシブな体験をお届けします。 

まるっとみんなで映画祭特 集ページ：h ttps://theatreforall.net/special/marutto_minnade21 

▼タイムテーブル 


プログラム  じかんわり 
参加型プログラム 11:00-15:00 
17:20 
17:40 
しばふシアター 

17:50 
18:05 
18:25 
18:30 
18:35 

ドライブイン 
シアター 

18:40 
20:10 

タイトル 
アクセシビリティ 
アニメ制作のお絵かきテーブル 
「まるっとみんなで、ももたろう」  
みんなで「シナぷしゅ」 
ノンバーバル 
ミエナイモノと世界をあそぶ 
バリアフリー日本語字幕
「もるめたも」 
音声ガイド 
チェコアニメ「ぼくたちものせて！」 
ノンバーバル 
ラジオ・パーソナリティの野上絹代（振付家・ 
演出家・俳優）＋飛び入りトーク仲間！ 
参加型アニメーション 
「まるっとみんなで、ももたろう」  
終わりのご挨拶 

上映作品「ぼくと魔法の言葉たち」のご紹介  
日本語字幕 
「ぼくと魔法の言葉たち」 
日本語吹き替え 
音声ガイド 

終了 
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上映時間
30分の 
入替制 
20分 
8分 
12分 
20分 
5分 



91分 
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《プログラム》  





参加型プログラム（無料・予約不要） 
●アニメ制作のお絵かきテーブル「まるっとみんなで、ももたろう」 




「まるっとみんなで、ももたろう」参加型アニメ制作の
お絵かきテーブルでは、おなじみのももたろうの童謡を
テーマに、登場人物などを描いたり、ぬりえで皆さんに
ご参加いただきます。お絵描きは最終的に音楽を加え、
皆さんの絵を動かしたりすることで、お馴染みのストー
リーとはちょっと違う、アニメーション「まるっとみん
なで、ももたろう」が生まれます。 

対象： どなたでもOK、年齢制限なし 


分ごとの入れ替え制 
混雑の際は整理券を配布 
参加予定人数を超えた場合は予定よりも早く終了する 
可能性があります。 

*30
* 
* 
 




しばふシアター（無料・フレンドリー上映*・ 車いすエリアあり） 

夕方の時間、しばふシアターでは「シナぷしゅ」や、コムアイなど気鋭のアーティストが参加す
る子ども向け作品「もるめたも」、チェコアニメのノンバーバル（非言語）作品「ぼくたちもの
せて！」など幅広く楽しめるプログラムを上映。参加型プログラム「まるっとみんなで、ももた
ろう」で制作したアニメーションもお披露目します。 
（天候について）会場は屋外の広場です。防寒対策のうえお越しください。 
*フレンドリー上映とは 
上映中に席を立って歩き回っても、声を出しても、出入りも自由！音量も少し小さめです。障害
のある方やお子様連れの方にも、気兼ねなく映画をお楽しみいただけます。 






みんなで「シナぷしゅ」（約20分）

●    



人気の子ども向け番組がやってくる！赤ちゃんの世界が
「ぷしゅっ」と広がり、パパママの肩の力が「ぷしゅ～」
と抜ける、そしてなぜか大人がみても脱力できて心地いい
と人気！それが「シナぷしゅ」！小さいお子さんも、知
的・発達障害のある人もみんなで楽しめる世界をお楽しみ
に。
アクセシビリティ★ノンバーバル(非言語) 


©TVTOKYO 



ミエナイモノと世界をあそぶ「もるめたも」（約8分 ） 

●             

それまで「自分」だと思っていたものが、あるとき水に、
鳥や風に、土中の菌から宇宙にまで変容していくメタモル
フォーゼ（変容）の物語。 


原作：ReframeLab/アニメーション：ひらのりょう
音楽：OLAibi/ナ レーション：コムアイ 



アクセシビリティ★バリアフリー日本語字幕・音声ガイド 
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チェコアニメ「ぼくたちものせて！」（12分） 



●

やぶにらみのカメレオンとみすぼらしいキウイが、他の
動物たちに紛れてこっそりやり過ごそうとします。そこに
さまざまな動物が登場し、次々と混乱と笑いが巻き起こ
ります！ノアの方舟の物語を題材にした、わくわく楽し
めるアニメーションです。 
アクセシビリティ★ノンバーバル(非言語) 


年 チェコ共和国 

©nutprodukce2019  


参加型アニメーション「まるっとみんなで、ももたろう」（約5分） 



●     

誰でも知っている「ももたろう」。今回の映画祭に合
わせて"まるっとみんなで楽しめる"お話の続きを妄想
し、アニメーション作品として製作、上映します。作
画にはいんば学舎・オソロク倶楽部の通所者さん、千
葉ニュータウンナーサリースクールの子どもたちにも
協力してもらい、当日に参加者が描く絵が命を吹き込
まれたように動き出す！*歌 詞字幕あり 
クリエイター：にじたろう
音楽：西井夕紀子
歌詞制作：山本卓卓 範宙遊泳

CG    
       
        
        [    ] 




ドライブインシアター（有料・40台限定） 

メインプログラムのドライブインシアターでは、パーソナルな空間が確保された車内で映画をお
楽しみいただけます。 
参加方法：要予約・チケット制/料金（1台 あたり）：[一般]8 00円、[障害者割引]5 00円ほか 


「ぼくと魔法の言葉たち」（91分）  



●

第89回アカデミー賞®長編ドキュメンタリー映画賞ノミネー
ト作品！世界中の映画祭で笑顔と涙の大喝采！『リトル・
マーメイド』『ライオン・キング』『ピーター・パン』な
ど、ディズニー・アニメーションのキャラクター達が橋渡し
となり、少年と家族は再び絆を取り戻し、奇跡を起こした。 
ディズニー・アニメーションを通じて、自閉症により2歳 で
言葉を失い、孤独な世界に閉じ込められた少年オーウェン。
本作は、彼が家族の愛情とサポートのもと、大好きなディズ
ニー・アニメーションを通じて徐々に言葉を取り戻していっ
た様子と、障害を抱えながらも底抜けに明るく、前向きに社
会と向き合い、自立を勝ち取るまでの姿をユーモアたっぷり
に、そして感動の涙とともに描く傑作ドキュメンタリーで
す。監督は、アフリカ系アメリカ人監督として初めてオス
カーを受賞した経歴を持つロジャー・ロス・ウィリアムズ。
アカデミー賞ノミネートも果たした、愛と希望のハートフ
ル・ドキュメンタリー！劇中には映画に感動したディズニー
社から異例の使用許諾を受け、ディズニー・アニメーション
の名作たちが数多く登場します。 
アクセシビリティ★ 日 本語字幕、日本語吹き替え、音声ガイド 


©2016A&ETelevisionNetworks,LLC.AllRightsReserved. 
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受賞歴

・第89回 アカデミー賞®長編ドキュメンタリー映画賞ノミネート 
・2016年 サンダンス映画祭監 督賞 
・2016年 フルフレーム映画祭観 客賞 
・2016年 テルライド・マウンテン映画祭観 客賞 
・2016年 バークシャー国際映画祭観客賞 
2016年 アメリカ 
監督：ロジャー・ロス・ウィリアムズ(アカデミー賞®短篇ドキュメンタリー賞受賞作『MusicbyPrudence』) 
原作：ディズニー・セラピー自 閉症のわが子が教えてくれたこと」(ビジネス社刊) 
製作：ジュリー・ゴールドマン『アイ・ウェイウェイは謝らない』/ロジャー・ロス・ウィリアムズ 
出演：オーウェン・サスカインド/ロ ン・サスカインド/コーネリア・サスカインド/ウォルト・サスカインド 
日 本語字幕：松浦美奈後 援・字幕監修：一般社団法人日本自閉症協会 
<   >

チケット 


ドライブインシアターのチケットに加え、theGreenにある「いんば学舎のアトリエ」で販売し
ている作品とのお得なセット券や、オンライン劇場・THEATREforA LLを1ヶ月間無料でお試し
いただけるセット券など5種類のプランをご用意しました。 
オンラインのみの参加チケットもございます。下記サイトよりご購入ください。 
販売方法 
券種 
提供内容 
価格 
・ドライブインシアター参加券(車1台) 
まるっと！ 
・THEATREforALL支援会員1年分  ¥33,000 
THEATREforALL応援券 
・お土産トートとステッカー 
・ドライブインシアター参加券(車1台) 
まるっと！ 
・THEATREforALL月額会員2ヶ月分  ¥5,400 
いんば学舎の 
・いんば学舎のアート作品 
アート作品付券 
・お土産トートとステッカー 
＊一般＊ 

・ドライブインシアター参加券(車1台) 
まるっと！ 
MOTION 
forALL月額会員2ヶ月分 
¥2,600 
映画祭を楽しむ券  ・・TおHEATRE
GALLERY 
土産トートとステッカー 


ドライブインシアター参加券  ・・ドおラ土イ産ブトーイントシとアスタテーッ参カー加券  (車1台) 

¥800 

forALL月額会員2ヶ月分 
オンライン映画祭参加券  ・・TおHEATRE
土産トートとステッカー 

¥3,600 

オンライン映画祭  ・ドライブインシアター参加券(車1台) 
& 
・THEATREforALL月額会員2ヶ月分 
ドライブインシアター参加券  ・お土産トートとステッカー 

¥2,000 

＊障害者割引＊ ドライブインシアター参加券  ・ドライブインシアター参加券(車1台) 

(障害者割引) 
・お土産トートとステッカー 
ミライロID 
オンライン映画祭参加券  ・THEATREforALL月額会員2ヶ月分 
(障害者割引) 
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▷一般 
クラウドファンディング「MOTIONGALLERY」 

http://motion-gallery.net/projects/tfa_marutto_minnade21 

▷障害者割引 
デジタル障害者手帳「ミライロID」 


https://mirairo-id.jp/release-43/ 




《会場・アクセシビリティ》 





会場 

theGreen 

住所：千葉県印西市鹿黒南5-1 
<電
 車バスでお越しの場合>

北総線「千葉ニュータウン中央駅」よりバスで
約10分 

<お
 車でお越しの場合>

北総線「千葉ニュータウン中央駅」より約3キ 
ロ（約8分） 


鎌ヶ谷方面から：国道464号線を印旛日本医大方面に進
み、ファミリーマート千 葉ニュータウン中央東店先の
交差点を左折 
佐倉、成田方面から：国道464号線を新鎌ヶ谷方面に進
み、島忠ホ 
ームズ千葉ニュータウン店先の交差点を右折 
●駐車場 3時
 間以上150円/30分（最大料金1日2,400円
 ） *ド
 ライブインシアター予約車両は15:00〜受付開始 
●駐輪場（無料）バイク：20台、自転車：48台 




アクセシビリティ 
●コミュニケーション支援ボード（無料配布） 


コミュニケーション支援ボードとは、話し言葉によるコミュニケーションにバリアのある方、知的障
害のある方や自閉症の方にも安心してお使いいただけるコミュニケーション支援ツールです。 
今回のイベントにあわせ、theGreenとTHEATREforALLが共同で作成し、お買い物のお客様やチ
 
ケット購入者、ワークショップ参加者にも配布します。イベント 終了後も日常のコミュニケー
ションにどうぞお役立てください。 


配布期間：2021年11月29日（月）〜12月9日（木） 
配布場所：theGreen内 
配布対象：お買い物のお客様、チケット購入者、ワークショップ参加者 
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《パートナー》  



会場：theGreen 


年、印⻄市に新しくうまれた“theGreen”はリラックスとア
クティブなライフスタイルを提供する新しい複合施設です。ユ
ニークな植栽に包まれ、大きな芝生が広がるこの場所は、リ
ラックスとアクティブをテーマに、沢山のサービスや店舗を兼
ね備えています。訪れた人々が、時間を忘れて、心地よく健やかに過ごすことで、新たなコミュ
ニケーションやカルチャーを生み出し、暮らしをより豊かに、
さらに楽しくさせる、そんな緑のある日常を提供していきま
す。
2020
          

           
       
   
     
  
 
     
   



    
  
       
    
 h ttps://www.thegreen-inzai.com/ 



チケット販売：ミライロID 

株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリで、お持ちの障害者手帳（身体障害者
手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）をアプリ内に登録することで、手帳情報がス
マートフォン画面に表示できるようになり、その画面を公共施設等で提示することで、障害
者割引を受けることができます。


       

   
 
  
      


https://mirairo-id.jp/ 

クラウドファンディング：MOTIONGALLERY 

すべての人をクリエイターに。 
MOTIONGALLERYは、共感の輪をつなぎクリエイティブな
活動の資金調達を実現すると共にアイディアを形にし、そし
て届けるまでを一貫してサポートする国内最大級にして唯一
のクラウドファンディングプラットフォームです。プレゼンターのアイデアとコレクターの
共感。2つ のクリエイティビティがつながる事で、「その日、世界は少しだけ変わるかも知
れない。」MOTIONGALLERYは、社会に新しい価値と多様性をもたらす創造的なプロ
ジェクトを中心に構築されているクリエイティブ・コミュニティです。 




作品提供：社会福祉法人印旛福祉会  
いんば学舎・オソロク倶楽部 

いんば学舎は障害を特別なものでなく、人は皆等しい存在であり、
いま生きている事実を、いまある姿そのものを認め合うことが大切
だと考えています。「共にある生活創り」の理念のもと農業を主体
に日々活動しております。オソロ倶楽部では農業に加え、ピザレス
トランやパン工房、アート製作にも取り組んでいます。 




イラスト提供：汾陽孝俊 

もともと絵を描くのが好きで、オソロク倶楽部では2010年頃よ
り絵画制作を始める。オソロク倶楽部のパン工房での仕事もし
ながら、現在も四季折々のモチーフや物語の登場人物などを題
材に絵を描き続けており、独特の画風が人気を集めている。 
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シアターサポート：DoitTheater 

ドライブインシアターの国内復活イベントや、累計６万人を動
員する野外映画イベント『品川オープンシアター』や横浜みな
とみらいを舞台とした野外シアターフェスティバル『シーサイ
ドシネマ』など、新しいかたちのカルチャーイベントを作り出
している。2020年、『ドライブインシアター2020』プロジェク
トを展開し、コロナ禍でのアップデートされたシアター体験と
カルチャーの活性化を目指して新時代のドライブインシアター
を開催。グッドデザイン賞2020を受賞。h ttp://www.ditjapan.com 




《開催概要》  







タイトル｜THEATREforALLま るっとみんなで映画祭 

特設サイト｜https://theatreforall.net/special/marutto_minnade21 

▷野外イベント 
日時｜ 12月4日 （土）*無 料プログラムは入退場自由 
参加型プログラム11:00-15:00/し ばふシアター17:20-18:35/ドライブインシアター
18:40-20:10 
会場｜ theGreen千葉県印西市鹿黒南5-1 
   maph
 ttps://goo.gl/maps/3REJSYUth6kAurX28 
プログラム｜ 
参加型プログラム「まるっとみんなで、ももたろう」 
しばふシアター「シナぷしゅ」「もるめたも」「ぼくたちものせて！」 
参加型アニメーション「まるっとみんなで、ももたろう」 
ドライブインとシアター「ぼくと魔法の言葉たち」 
料金｜ ドライブインシアター：一台800円(一般)、一台500円(障害者)/そ の他コンテンツ無 料 
予約方法｜ドライブインシアターのみ要予約（チケット制）/その他は申し込み不要* し ばふシ 
アター混雑の際は整理券を配布。 
定員｜ ドライブインシアターのみ40台 
ア＊雨ク天セ、強シ風ビなリ
ティ｜バリアフリー上映、コミュニケーション支援ボード配布、車いすエリア他
 
どにより開催が困゙難と判断した場合は、一部コンテンツを中止・中断または会場の変更をする場合がございます。 
 

                   

         

                    





クレジット 
シアターサポート：DoitT heater/ア ートディレクション：清水貴栄/題 字・グラフィックデザ
イン：美山有/イ ラスト：汾陽孝俊/会 場装飾：安藤僚子（デザインムジカ） 

主催：株式会社precog、まるっとみんなで映画祭実行委員会（株式会社precog、一般社団法人
DRIFTERSINTERNATIONAL） 
助成：文化庁A RTSforthefuture! 
協力：theGreen、いんば学舎・オソロク倶楽部、ほっぷ（いんば学舎）、千葉ニュータウン
ナーサリースクール、 株式会社ミライロ、 MOTIONG ALLERY 

▷オンラインプログラム 


日程｜12/4(土)〜 *終了時期未定 
会場｜THEATREforALLwebサイトh ttps://theatreforall.net/ 
内容｜動 画配信、オンラインイベント、記事他 （予定） 
8 

PressR
 elease                 
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ま るっとみんなで映画祭：オンラインプログラム 
月 日（土）からオンラインでの配信やイベントなど
の関連プログラムも計画中。チェコアニメーションの名
作「娘」「Fruitso fC loud」や、野外イベントでの上映
作品「もるめたも」「まるっとみんなで、ももたろう」
などのオンライン配信をはじめ、ラーニングプログラム
「 つの 」や特別イベントなどを予定しています。詳
細は後日公開予定！お楽しみに！ 
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《THEATREforALLについて》 




国内外でのイベント企画・運営を行う制作会社株 式会社precogが、日本で初めて演劇・ダンス・映
画・メディア芸術を対象に、日本語字幕、音声ガイド、手話通訳、多言語対応などを施したオンライ
ン型劇場“THEATREforALL”(シアターフォーオール)を2021年2月にオープンしました。 
新型コロナウイルスで外出困難となった方、障害や疾患がある方、子ども、母語が日本語以外の方、
また、芸術に対して「わからなさ」がバリアとなり馴染んでこられなかった方などに対して、開かれ
た劇場を 目指しています。h ttps://theatreforall.net/ 


運営：株式会社precog 

国内外で実施される様々な『イベント』を成功に導くための企画や運営
をおこなう制作会社です。観客やアーティストとともにワクワクするよ
うな化学反応を起こし、日々更新される“現在”の面白さを伝えていきま
す。precogならではのネットワークやリレーションシップを活かし、多
角的な視点からのリサーチを重ねることで、作品や上演の質を上げ、プロジェクトの同時代性や事業
の継続性を追求し続けています。日常にある“表現”に価値を見出し、国際的なシーンや地域コミュニ
ティと繋がり、教育や福祉を視野に入れて、“表現”の未来をつくります。h ttps://precog-jp.net 






《お問い合わせ》  

【一般】「みんなでまるっと映画祭」運営事務局（株式会社precog内） 
    Mail：tfa@precog-jp.net Tel：03-6825-1223（受付時間平日10:00〜18:00） 
【報道関係】広 報担当宮崎、小仲 
    Mail：press.precog@gmail.com Tel：050-5478-5248（10:00〜18:00平
 日のみ） 
    ＊広報用画像はこちらか
 らダウンロードください。 
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