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【報道各位】

東京アニメアワードフェスティバル2021

平素より大変お世話になっております。東京アニメアワードフェスティバル実行委員会及び一般社団法人日本動画協

会は、東京都共催のもと、国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2021（TAAF2021）」を、来年2021

年3月12日(金)から3月15日(月)までの4日間、池袋にて開催いたします。

本年も力作揃い！長編4作品 + 短編35作品 コンペティション部門ノミネート作品決定!!  

毎年、世界各国から優秀な作品が多数応募されるTAAFのコンペティション部門ですが、本年度の長編アニメーションは、20

の国と地域から応募された22作品（昨年29作品）より、4作品がノミネート。短編アニメーションは57の国と地域から応募された
817作品（昨年1054作品）より、35作品がノミネートしました！

長編アニメーションには、国際色豊かな作品群がノミネート！
アニメーションと言っても子供向けやSFばかりではなく、社会派ドキュメンタリーのような作品も作られています。
その本数が増えているのが、ここ5年くらいの世界の傾向だと思います。また、製作国も日本やアメリカだけでなく、
南米・アジアへと拡がり、技術も上がっています。TAAF2021の長編コンペティション部門の4作品は、そのようなア
ニメーションのジャンルの拡がり、製作国の拡がりを象徴するような作品です。

フェスティバルディレクター・竹内孝次

コンペティション部門 長編・短編アニメーション
≪ノミネート作品発表‼≫

「ジャン・ズーヤー：神々の伝説」
（英題：Jiang Ziya：Legend Of Deification）
■監督： Cheng Teng, Li Wei ■製作国：中国

■時間： 1時間45分 ■完成年：2019年
≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
中国の３DCGアニメーションは、欧米とは異なるテイストで、世界
でもその地位を確かなものにしつつあると思います。思わず目を
奪われてしまう場面もありますから、質の高い技術をベースにし
たエンタテインメント作品を楽しんでいただければと思います。

「ジョセップ」 （英題：Josep）
■監督： Aurel
■製作国：フランス、スペイン、ベルギー

■時間： 1時間14分 ■完成年：2020年
≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
第二次大戦下の収容所が舞台です。フランス人の看守セルジュと
スペイン人の収容者であり画家であるジョセップの戦時下での友
情を語っています。なめらかに動くアニメーションとは違うイラスト
のような画面が説得力を持って訴えてきます。

「ナウエルと魔法の本」
（英題：Nahuel and the Magic Book）
■監督： German Acuña ■製作国：チリ、ブラジル

■時間： 1時間35分 ■完成年：2020年
≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
この作品はチリ製作の長編アニメーションです。チリは、アニメー
ションではあまり名前の出ない国ですが、とても丁寧な作画をし
てあり、好感の持てる作品です。魔法使いやエルフが出て来て
のハラハラドキドキする冒険談です。

「トゥルーノース」 （英題：True North）
■監督： 清水ハン栄治
■製作国：日本、インドネシア

■時間： 1時間34分 ■完成年：2020年
≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
強制労働施設に送られた家族を中心としたドラマです。そこで生き
抜くことを覚えるには、自分を殺さなければならない。辛い話です。
実写だったら辛くて見るのを止めてしまうかもしれません。でも、そ
こには伝えたい大切なことがあります。アニメーションだからこそ見
られる、見るべき、一作です。

©すみません

本年度より新設されたTAAF学生賞初代受賞作品が決定！

©Enlight Pictures. ©One & All Animation Studio All Rights Reserved.



【注意】（C)のある作品は、場面写真をご使用の際に必ず（C)を表記してください。

短編アニメーションでは、若い才能が光る期待の作品多数！
TAAF2021の短編コンペティション部門には、コロナ下にあっても期待以上の応募があり、嬉しい限りです。
更に、年々作品の質も上がっているように感じます。TAAFではプロとアマチュアの区分を設けていません。
それにもかかわらず、学生の作品がノミネートされてくるのは世界のアニメーションレベルが上がっているというこ
とかもしれませんね。若い作品を楽しんでください。

フェスティバルディレクター・竹内孝次

★スロット1★
（１４作品／製作国：フランス、ロシア、アメリカ、中国、デンマーク、ベルギー）

≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
小さなお子さんと一緒に楽しめるお奨めのプログラムです。バカバカしくて思わず笑ってしまう、
柔らかな温もりを感じる、「ワオッ！！カッコイイ」と、手放しで感じられる作品ばかりです。

★スロット２★
（１１作品／製作国：フランス、ハンガリー、カナダ、スイス、イギリス、台湾 ）

≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
手描きあり、CGあり、カットアウトありと手法は様々です。しかもどの作品もひと癖ありです。
予測不能なので作品の結末までちゃんと見ないとだめですよ。中学生なら鑑賞可能だと思います。

★スロット３★
（１０作品／製作国： フランス、エストニア、ロシア、韓国、クロアチア、セルビア ）

≪フェスティバルディレクターからのコメント≫
男と女の打算があったり、老いてもなお若返りを夢見たり、楽しめるアニメーションを装いながら、
欲望が交錯し、ヒヤリとする毒を持った作品が多いので大人の観客にお奨めです。
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TAAF2021 コンペティション部門一次選考委員

1976年に日本アニメーションに入社。『母を尋ねて三千里』『あらいぐまラスカル』『未来少年コナン』『赤毛のアン』の制作に携わる。
1980年、テレコム・アニメーションフィルムに移籍。『名探偵ホームズ』『じゃりン子チエ』『ルパン三世』『リトル・ニモ』等テレコム作品の
制作に携わる。1990年代を中心に、ロスアンゼルスにも拠点を持ち、ディズニー、ワーナー・ブラザース等との合作作業、カナダ、
フランス、韓国等とも合作作品を展開する。元テレコム・アニメーションフィルム社長。
2013年アニメーション教育研究のためパリ・ゴブラン学校で学ぶ。
2011年より、アニメーションの人材育成にも意欲的に携わり、産官学連携事業の「アニメーション・ブートキャンプ」をディレクター
として東京藝術大学と共に実施しており、2015年より、同プログラムを日本のみならず、シンガポール、タイ、フランス等でも実施。
本アニメーション教育事業を更に発展させるため2020年一般社団法人日本アニメーション教育ネットワークを立ち上げる。
2014年より2019年まで、文化庁事業・日本動画協会受託の「あにめたまご」（旧名称：アニメミライ）のディレクターも務めた。
2016年より東京アニメアワードフェスティバルのフェスティバル・ディレクターを務めている。

フェスティバルディレクター・竹内孝次

TAAF2021より新設された「学生賞」、初代受賞作品が決定！！
本年度より、新たに日本の学生作品を対象とした「学生賞」を新設しました！コンペティション部門の短編アニメー
ションに応募された作品の中から、日本国内の教育機関で学ぶ学生の作品を対象に、一次選考委員が審査を行
いました。そして、栄えある、TAAF「学生賞」初代受賞作品が決定しましたのでご案内します。
※学生賞受賞作品はTAAF2021開催期間中に上映いたします。

©Isaku Kaneko/Tama Art University, Graduate School of Art and Design, Design Course, Graphic Design Field

《あらすじ》
斧人間は、風船人間の町に住んでいた。ギラギラした刃が恐ろしい
のか、斧人間は、風船警察から常に監視されていた。それでも風
船たちと仲良くしようと努力する斧人間であったが、そんなある日、
暗い地下鉄のプラットフォームで一人の風船人間が殺害される。

学生賞受賞作品
「The Balloon Catcher」 （英題：The Balloon Catcher）
■監督：金子勲矩■学校名：多摩美術大学■時間： 6分10秒 ■完成年：2020年

金子勲矩
1994年生まれ。
2016年3月 早稲田大学創造理工学部総合機械工
学科卒業。
2020年3月 多摩美術大学大学院デザイン専攻修
士課程修了。

＜長編アニメーション一次選考委員＞※氏名 50 音順・敬称略

・小野寺桂子（映像編集者）
・櫻井大樹 （NETFLIX アニメ チーフプロデューサー）
・中武哲也 （株式会社WITSTUDIO 共同創業者・取締役）
・町田有也 （スタジオ地図経営企画部アソシエイトプロデューサー）

＜短編アニメーション一次選考委員＞※氏名 50 音順・敬称略

・礒部亜希子（株式会社ロボット コンテンツ部プロデューサー）
・河口佳高 （株式会社サンライズ IP事業本部ライツ営業部ゼネラルマネージャー）
・木船徳光 （アニメーション 作家／IKIF+ 代表／東京造形大学教授）
・竹内文恵 （アスミック・エース株式会社ライツ事業本部アニメ企画部長）

・野村 建太 （映像作家／日本大学芸術学部映画学科専任講師）
・本郷みつる （アニメーション演出者）
・見里朝希 （アニメーション監督／ストップモーションアニメーター）

・渡辺敦子 （アニメーター／漫画家）
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＜報道各位からのお問い合わせ＞
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局（一般社団法人日本動画協会内）

担当：黒田E-mail：press@animefestival.jp

<広報プリマステラ> 貝塚千恵 090-9418-1101 primastella316@gmail.com
※読者・視聴者からのお問い合わせは公式HPまで

■日 程： 2021年3月12日（金）～3月15日（月）

■会 場： 東京・池袋

■主 催： 東京アニメアワードフェスティバル実行委員会
一般社団法人日本動画協会

■共 催： 東京都

■事務局： 東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局
（一般社団法人日本動画協会内）

※TAAF2021の詳細は公式HP をご覧ください （公式HP： https://animefestival.jp/ja/）

■東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）とは

2021年で8回目の開催となる東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）は、2002年に「東京国際アニメ

フェア」の一環として行われた「東京アニメアワード」を独立・発展させた国際アニメーション映画祭です。

本フェスティバルは、「次世代のアニメーション制作を担う人材の発掘・育成等を行い、東京のアニメー

ション文化と産業の発展・振興を図ること」及び「東京の魅力を発信し、東京の観光振興に資すること」を

目的とし、『東京がアニメーションのハブになる』を合言葉に、高いクオリティとオリジナリティに富
む世界中の作品を東京で上映し、世界中のアニメーションを愛する人々との交流を図ること、クリエイ

ターや観客に刺激と感動を提供すること、そしてその感動や刺激を糧にアニメーションの新たな波を東

京から世界へ発信することを目指します。

■各アワードの紹介
◎コンペティション部門
広く国内外から、プロ・アマを問わず募集しています。60 分以上の長編部門、30 分未満の短編部門
のそれぞれから「グランプリ」「優秀賞」他各賞を選出します。選考の柱となるのは、オリジナリティ、先
進性、確かな技術、大衆性です。特に本年度から短編部門内に創設された「学生賞」は、日本でアニ
メーションを学ぶ学生のための賞となります。会期中に劇場にて、ノミネート作品の数々を国内外の制
作者と共にお楽しみ頂けます。

◎アニメ オブ ザ イヤー部門
日本国内で上映・放送された作品の中から、 アニメファンが選ぶ「アニメファン賞」、アニメ業界のプロ
が選ぶ『これは観ておきたい』と思う「作品賞」、『この人に注目してほしい』と思う「個人賞」が投票で選
ばれます。

◎アニメ功労部門
アニメーション産業及び文化の発展に寄与した方々を顕彰するものです。アニメーションの技術、表現
だけでなく、人材育成を含む教育活動、国際交流など、広くアニメーション産業の社会的地位の向上に
貢献された方々に、この賞を贈呈いたします。

＜東京アニメアワードフェスティバル 2021開催概要＞

mailto:press@animefestival.jp

