
3月3日18時一斉解禁

【報道各位】

東京アニメアワードフェスティバル2021

アニメ功労部門顕彰記念

劇場版『Ｇのレコンギスタ Ⅰ』
「行け！コア・ファイター」

《特別上映決定》

本年も次世代のアニメーション業界を担う、

学生達のプログラムを実施！！
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、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで、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
袋にて開催します。

●劇場版『Ｇのレコンギスタ Ⅰ』「行け！コア・ファイター」
・日程 ：3月13日（土） 10:30～12:10
・会場 ：池袋シネマ・ロサ
・料金 ：1,200円

（※一般・学生以下共通/当日券は200円増し）
※当日券を含めオンライン販売のみ

詳細は下記の公式ホームページをご覧下さい
（https://animefestival.jp/screen/list/2021merit03）

昨年、誕生から40年を迎えた人気アニメ『機動戦士ガンダム』の生みの親

富野由悠季監督のアニメ功労部門顕彰を記念し、
劇場版『Ｇのレコンギスタ Ⅰ』「行け！コア・ファイター」を上映！

この度、富野由悠季監督のアニメ功労部門顕彰を
記念し、劇場版『ＧのレコンギスタⅠ』「行け！コ
ア・ファイター」を上映することが決定いたしまし
た！

本作はロボットアニメに新風を吹き込んだ『機動戦
士ガンダム』の生みの親である富野由悠季総監督
が贈る、劇場最新作です。今年2021年夏に、待望
の『ＧのレコンギスタⅢ』の公開も予定されている
ので、まだシリーズをご覧になっていない方は、
ぜひこの機会にお越しください！

本日、3月3日（水）18時より、チケットを販売いたします。

※キービジュアルは2019年公開当時のものです。

https://animefestival.jp/screen/list/2021merit03


（あらすじ）
地球上のエネルギー源であるフォトン・バッテリーを宇宙よりもたらすキャピタル・タワー。タワーを護るキャピタ
ル・ガードの候補生ベルリ・ゼナムは、初めての実習で宇宙海賊の襲撃に遭遇して捕獲に協力。捕まった少女
アイーダに不思議な何かを感じたベルリは、彼女が「Ｇ-セルフ」と呼ぶモビルスーツを何故か起動できてしまう。
宇宙世紀終焉後の時代、リギルド・センチュリーを舞台に少年少女の冒険は世界の真相に直進する。

劇場版『Ｇのレコンギスタ Ⅰ』 「行け！コア・ファイター」

©創通・サンライズ

選ばれし学生作品にアニメーション業界の第一線で活躍するプロがアドバイス！

若手クリエイターとして、次世代のアニメーション業界を担う、学生達の作品を上映し、各作品に対して、アニメー
ション業界の第一線で活躍する、ゲストが講評をします。
本年は、TAAF2021のコンペティション部門一次選考委員も務めた、株式会社ウィットスタジオ・共同創業者/取締
役の中武哲也氏、アニメーター/漫画家の渡辺敦子氏のお二人をゲスト講師に迎えます。

●YOUNG POWER 2021
・日程 ：3月15日（月） 12:00～14:00
・会場 ：としま区民センター 6F 小ホール
・料金 ：無料 ※当日申込を含めオンライン申込のみ

・登壇者：中武哲也（株式会社ウィットスタジオ・共同創業者/取締役）
渡辺敦子（アニメーター/漫画家）

※会場での観覧の他、同時オンライン配信も行います。
詳細は公式ホームページをご覧下さい （https://animefestival.jp/screen/list/2021youngpower）

渡辺敦子中武哲也

光明は囁く Le Retour Journey to the 母性の目覚め

A Fusion Of 白紙

監督：西郡 優喜子 （女子美術大学）
散歩をしていると、木漏れ日が音を発し始める。
輝く木漏れ日をステップを踏むように追いかけ
ると光の世界に入っていく。 そこで主人公は
普段、意識していなかった自然の音や光に魅
せられる。

監督：塚原菜緒 （多摩美術大学）
大きな街の片隅に暮らす、駆け出しの画家の
彼女は、近頃どうしても絵を描く意欲が湧かな
い。そんな折、幼い頃の自分が描いた絵を偶
然目にする。それをきっかけに彼女に訪れる、
短くも、不思議で、素敵なできごと。「あの頃の
童心」が教えてくれることをテーマに制作した
作品。

岡田詩歌 （東京藝術大学）
14歳の私はある朝登校中に、突然“母性”に
目覚めた。母性に囚われてから10年後、この
感情が本当に母性なのかを疑うようになった。
処女懐胎、遺伝子、妊活・・・10年を旅して母
性を探る。

監督：丁 広之 （東京工芸大学）
散歩をしていると、木漏れ日が音を発し始める。
輝く木漏れ日をステップを踏むように追いかけ
ると光の世界に入っていく。 そこで主人公は
普段、意識していなかった自然の音や光に魅
せられる。

監督：グレンズそう（宮崎 創）／音楽：青屋夏生 （東京造形大学）
この作品はインターネット上で活動されている青屋夏生さんの『白紙』という
楽曲のMVとして制作しました。わたしが「やらなきゃ」に頭を埋め尽くされ部
屋にこもっていた頃、「やりたい」を感じさせる青屋さんの曲、そしてわたしに
とっての「やりたい」であるアニメーションにも出会いました。だからその頃の
自分へ、その頃の楽曲にのせて「今こんなにもアニメーションが楽しいよ！」
というメッセージを送るつもりで制作しました。

©2020 NISHIGORI Yukiko／Joshibi University of Art and Design｜©2020 Nao Tsukahara
©2021 OKADA Shiika / Tokyo University of the Arts | ©2020 DING GUANGZHI | ©2020 Glens_sou

https://animefestival.jp/screen/list/2021youngpower


監督：川口 華 （京都芸術大学）
「何色が好きですか？」という質問に答え
られなかったことがあります。他の人なら
深く考えず、またはすぐに答えられていて
も、私はいつまでも迷っていました。自分
は何色が好きなんだろう。自分は何が好
きなんだろう。自分って何だろう。この作
品はそんな自分を見つけたお話です。

監督：栗田 百嶺 （東京工芸大学）
ブラジャーねこは会社員をしている。
ある日、友人にふと言われたひとこと
でブラジャーねこは本当のブラジャー
ねこを目指す。 果たして本当のブラ
ジャーねこになれたのだろうか。

監督：楊 翔安 （武蔵野美術大学）
大切な人が亡くなってしまう最期の一
瞬。「ありがとう」という気持ちになった。
いなくならないでほしい。押し付けられ
た深い悲しみから生まれてきた感情
だった。
全てを認め、死を受け入れる。それは
悲痛と感謝の愛の形。

監督：岸本 萌 （金沢美術工芸大学）
このアニメーションはキツネがリンゴを
追いかける物語です。リンゴを求めて
日本家屋の様々な場所を駆け巡ります。
この作品を制作するにあたって、一つ
一つのカットの画面作りを重視し制作し
ました。立体アニメーション独特の空気
感のおもしろさが伝わればと思います。

監督：ふるかわはら ももか
（東京造形大学）
友達のえみちゃんが夢に出てきた。
とてもびっくりしたから、この日はえみ
ちゃんのことをちゃんと見れなかった。
でもその後、授業がプールだったこと
を忘れていて、えみちゃんの水着を借
りることになった。

監督：劉 軼男 （東京藝術大学 ）
ごく普通の1日のはずだったが、いつ
も通りではなかった。お祖母さんの家
の前には大勢の人が現れた。人々は
どこから来て、どこへ行くのだろう。私
は窓から人々を覗いているが、木の
繁みが邪魔をしている。

監督：上貝 初実、豊田 照砂
（京都精華大学）
変わりゆく町と成長していく女の子。
いつかの、あのころの思い出を。

監督：金子 勲矩 （多摩美術大学）
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。

監督：オダ アマネ
（広島市立大学芸術学部）

ある夏、ある街角の 27 秒。
ウチらはいつも何か忘れテンネ。

監督：古賀 智恵、松田 みなと 、
志賀 風月 （アート・アニメーションの
ちいさな学校）
狂言『附子』を題材にしたお話です。
小坊主たちは、和尚が戸袋にしまった
毒壺から漂ういい匂いにつられて蓋を
開けると、中身は水あめだとわかり全
部食べてしまいます。そして‥‥和尚
と３人の小坊主たちにご注目ください。

監督：蟻川 夢子 （女子美術大学）
あっけらかんと愉快に生きていきたい
という気持ちを表現したアニメーション。
疲れている時、ひとりぼっちな時、そん
な時でも愉快だなと感じられることは
何か。耳に心地良い音楽、軽快で単
純なことの繰り返し、簡単な踊りなどで
はないだろうかと私は思った。

優秀な学生作品 11作を大スクリーンで上映！！
米・アカデミー賞ノミネート作品「ダム・キーパー」の作画監督 エリック・オーの最新作も！！

アニメーションを専門的に学べる学校の推薦作品を一堂に集めた、日本で最初の本格的なアニメーション映画祭
ICAF より、2020 に参加した作品の中から実行委員会が推薦した作品を集めたプログラムです。また、特別企画と
して、『ピッグ - 丘の上のダム・キーパー』の監督などで知られるエリック・オーさんからの学生たちへのメッセージビ
デオと、オーさんの最新作『OPERA』を上映します。

●インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル2020 セレクション＆エリック・オー『OPERA』
・日程 ：3月15日（月） 14:45～16:15
・会場 ：新文芸坐
・料金 ：無料 ※当日申込を含めオンライン申込のみ

詳細は公式ホームページをご覧下さい （https://animefestival.jp/screen/list/2021icaf）

THE・MOB 附子（ぶす） ハニワールド ふゆう

ブラジャーねこ Accept MOONLIGHT FOX かたのあと

家の前に大きな木がある with me. The Balloon Catcher

『OPERA』 監督：エリック・オー（8分55秒/2020年）

第93回アカデミー賞・短編アニメーション部門 ショートリストノミネート作品『OPERA』を上映！

©Beasts And Natives Alike

『OPERA』は、数々の賞を受賞したエリック・オー監督が企画したアニメーション・
インスタレーション・プロジェクトです。
壁面や大きな構造物への投影に適した8Kサイズのシングルチャンネルアニメー
ションとして制作されています。5分間のアニメーションを1サイクルとして、無限に
再生し続けることができます。
各セクションと個々のキャラクターの動きは本質的に関連している為、どのキャラ
クターから見始めても、最終的にはピラミッド階層になっている全体を楽しむこと
ができます。

https://animefestival.jp/screen/list/2021icaf


4

新型コロナウイルス感染症対策について

東京アニメアワードフェスティバル2021は、東京都の「事業者向け感染拡大防止ガイドライン」及び全国
興行生活衛生同業連合会の「映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等を遵守
し、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催いたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、開催内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■各会場での感染予防の取組
・会場内にアルコール消毒液を設置いたします。

・会場の定期的な換気を行います。

・会場内の手すり・ドアノブ等の消毒を入れ替え時に行います。

・座席数（キャパシティ）に対して50％以下の入場者数とし、前後左右の１席ずつ間隔を空けた座席配置を行います。

・ゲスト登壇のあるプログラムについては、登壇者と座席までの距離を２ｍ以上空け、複数名の登壇者がいる場合は、
その間にアクリル板を設置いたします。※ゲストがマスクを着用したままで登壇する可能性がございます。

・全てのスタッフ・関係者に対し、検温を行い、マスクの着用、こまめな手洗い、手指のアルコール消毒を徹底いたし
ます。

・各会場の施設管理者による感染対策もしておりますので、詳細は各会場の公式HP等をご確認ください。

・感染者が発生した場合には、医療機関や保健所等と速やかに連携し、感染拡大を最小限に抑えるように努めます。

■ご来場の皆様へのお願い
・チケット購入又は事前予約が必要なプログラムは、全てオンラインでお申し込みいただきます。当日券もオンライン

販売のみとなりますので、ご了承ください。

・ご来場前に、検温などで体調をご確認いただきますようお願いいたします。

・発熱、咳、息苦しさ、強いだるさなどの症状がある場合は、体調を最優先いただき、ご来場を控えていただきますよ
うお願いいたします。

・過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合は、ご来場を控えていただきますよ
うお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人の感染が疑われる
方、過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触が
ある方も映画館への来場をお控えください。

・ご来場の際は、必ずマスクをご着用ください。着用がない場合、ご入場をお断りさせていただくことがございます。

・ご入場の際に、非接触型体温計による検温を実施いたします。検温の結果、37度以上の発熱が確認された場合、
ご入場をお断りさせていただきます。

・こまめな手洗いや備え付けの消毒液のご使用、咳エチケットのご協力をお願いいたします。

・ご鑑賞の際には、会話や発声はお控えください。声援や歓声が起こった際には中止させていただく場合がございます。

・整列時や入退館時のソーシャルディスタンスの確保など、感染予防及び拡散防止にご配慮ください。

・厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のインストールのご協力をお願いいたします。

・会場で感染の疑いある方が発生した場合、保健所等の公的機関に個人情報を提供する場合がございます。取得した
情報は目的外で使用せず、一定期間後に削除いたします。

・安全の確保やその他の都合により、止むを得ず中止にする場合がございます。その場合、交通費や宿泊費等の補償
はいたしません。

・東京都内の感染状況に鑑み、イベント終了後の会食はお控えいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

・各会場が新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施している個別の対策や依頼事項がある場合は、併せてご協
力いただきますようお願いいたします。

・体調不良等、上記項目にてご来場をお控えいただくようお願いしている条件に当てはまる方のみ、チケットの払い戻し
をいたします。その場合は、必ずTAAF事務局（info@animefestival.jp）までご連絡ください。
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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

<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

