
【報道各位】

平素より大変お世話になっております。この度、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、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2022
（TAAF2022）」を2022年3月11日(金)から3月14日(月)までの4日間、池袋にて開催いたします。

－進化するTAAF2022－

「アニメ功労部門」顕彰者7名の特別展示＆
大塚康生追悼 特別展示 開催決定！

●TAAF2022 アニメ功労部門顕彰者特別展示＆大塚康生追悼 特別展示
・日時：2022年3月11日（金）～14日（月） 9：00～20：00 
・会場：としま区民センター 1F エントランスホール
・料金：無料

《TAAF2022 アニメ功労部門顕彰者の展示内容》
・木下小夜子（アニメーション作家・プロデューサー） ・・ 「ピカドン」の本、広島大会の公式カタログ、「平和三部作」のDVDなど
・川崎のぼる（原作者）・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・実物原画かコピー画、筆や専用の紙など執筆に関わるアイテムなど
・森下孝三（プロデューサー・監督）・・「タイガーマスク二世」、「聖闘士星矢」、「ドラゴンボールƵ」のセル画やレコード・台本など

・宮本貞雄（アニメーター・キャラクターデザイン）・・ ・・ ・デッサン・オリジナルキャラクター・似顔絵など
・保坂純子（人形美術家）・・ ・・ ・・ ・・ 「おこんじょうるり」おこん、婆さま、 「くまのこウーフ」ウーフ、遠景用の小さなウーフなど
・水森亜土（イラストレーター・歌手・舞台女優・画家） ・・レコード、CD、人形、貯金箱
・飯塚昭三（声優） ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・アフレコ台本

《大塚康生追悼 特別展示内容》

『未来少年コナン』の3話「はじめての仲間」より、
近藤喜文さんによる原画と
大塚康生さんによる作画監督修正を併せて展示いたします。

※写真はTAAF2021の展示風景です。 本年度の展示物、展示会場とは異なります。

2月25日（金）15時 一斉解禁

「アニメ功労部門」顕彰者7名の特別展示＆
大塚康生追悼 特別展示 開催決定！

盛りだくさんの教育プログラムの数々も情報解禁！

TAAF×WACCA スペシャルフォトスポット
ステキなプレゼントがもらえるスタンプラリーを初実施！

本年も会期中の4日間（3月11日～14日）、アニメ功労部門顕彰者の特
別展示を行います！顕彰者の方々の普段見ることのできない貴重な
資料に加え、さらに本年は、大塚康生追悼企画で上映される『未来少
年コナン』3話「はじめての仲間」での、大塚さんの貴重な原画修正絵
も展示することが決定しました！
アニメ功労部門顕彰者の皆さんと大塚さんの作画監督としての仕事を
、ぜひ会場にてお楽しみください！！

※右の写真は大塚康生さんによる作画監督修正

※展示詳細はTAAF公式HP（https://animefestival.jp/ja/post/15617/）をご確認ください。



学生CGコンテスト アニメーション作品 特別トーク

第27回を迎えた学生CGコンテストは、コンピュータ・グラフィックスを顕彰するためにスタートしたコンテス
ト。現在はCGの読みを「Campus Genius」へと変更し、アニメーション、ゲーム、メディアアートなど
幅広く顕彰する若手アーティストの登竜門です。本プログラムでは、審査員でアニメーション作家の若見
ありさ氏と27回の受賞者をお迎えし、受賞したアニメーション作品の魅力や評価ポイントを紹介します。

●学生CGコンテスト アニメーション作品 特別トーク

・日時：2022年3月11日（金） 13:15～14:45
・会場：としま区民センター7F 701～703会議室
・料金：無料
・登壇者：若見ありさ （アート部門審査員／アニメーション作家／東京造形大学デザイン学科アニメーション専攻 准教授）

第27回受賞者
ほか

※作品詳細・観覧申込はTAAF公式HP（ https://animefestival.jp/screen/list/2022edu2/ ）をご確認ください。

アニメータードラフト会議 特別講評会
〜東映アニメーション株式会社〜

「アニメータードラフト会議」は、複数のCGプロダクションに一括で就活アプローチできる、アニメ制作を
目指す学生のための動画コンテストです。2015年よりスタートし、毎年多くの採用実績が出ています。
今回は、第三回アニメータードラフト会議経由で採用が決まった東映アニメーション株式会社の若手アニ
メーターと採用担当者にご登壇いただき、課題への取り組み方や評価ポイント、採用後の活躍などをお
話しいただきます。

●アニメータードラフト会議 特別講評会〜東映アニメーション株式会社〜

・日時：2022年3月11日（金） 15:30～17:00
・会場：としま区民センター7F 701～703会議室
・料金：無料
・登壇者：加藤康弘 （東映アニメーション株式会社 制作部CG製作室 CGアニメーション課 課長）

香月誠亮 （東映アニメーション株式会社 CGアニメーター）

※作品詳細・観覧申込はTAAF公式HP（ https://animefestival.jp/screen/list/2022edu1/ ）をご確認ください。

プロダクションが求めるアニメーションスキルとは！？
～CG-ARTSアニメーション実技試験の運営を通じて感じたこと～

「CG-ARTSアニメーション実技試験」は、2019年にスタートしたCGアニメータを目指す学生向けの試験で
す。プロとして活躍するために、絵コンテを読み取り、CGアニメーションを制作する実践力を測ります。
提出課題はCGプロダクションが審査し、スコアやアドバイス、全国順位をフィードバック！本プログラムで
は、試験の企画・運営を担当するCG-ARTS小澤・宮内が、試験の魅力や、審査ポイントをご紹介します。

●プロダクションが求めるアニメーションスキルとは！？
～CG-ARTSアニメーション実技試験の運営を通じて感じたこと～

・日時：2022年3月11日（金） 11:00～12:30
・会場：としま区民センター7F 701～703会議室
・料金：無料
・登壇者：小澤 賢侍 （CG-ARTS(公益財団法人 画像情報教育振興協会) 教育事業部）

宮内 舞 （CG-ARTS(公益財団法人 画像情報教育振興協会) 教育事業部）

※作品詳細・観覧申込はTAAF公式HP（ https://animefestival.jp/screen/list/2022edu3/）をご確認ください。



YOUNG POWER 2022

●YOUNG POWER 2022
・日時：2022年3月14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
・登壇者：南雅彦 （株式会社ボンズ 代表取締役 プロデューサー／一般社団法人日本動画会 理事）

りょーちも （アニメーター／監督）

※作品詳細・観覧申込はTAAF公式HP（ https://animefestival.jp/screen/list/2022youngpower/ ）をご確認ください。

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、アニメ制作会社、「ボンズ」の
代表取締役でありプロデューサーの南雅彦氏と、2D・3Dの両方を駆使し、幅広いアニメーション表現を
実現させているアニメーターで監督のりょーちも氏のお二人をゲスト講師に迎えます。

女子美術大学 / 西郡 優喜子

「あじをみさせて」(2022年/3分21秒）
「食べちゃいたい」ぐらい、誰かを愛おしいと感じたことはありますか？
主人公は大好きな彼を「食べたい」と感じており、次第にそのような妄想に夢中になっていきます。
彼の全てを見つめ、味わいたい少女のピュアな妄想の世界を作品にしました。

©2022 NISHIGORI Yukiko／Joshibi University of Art and Design

多摩美術大学 / オウ イリョウ

「蠱（コ）」(2022年/4分28秒）
小人は光に惹かれ、巨人は金に惹かれ、虫は蜜で着飾ったモノに惹かれる。
膨張する虫の群れは競争心にかられ、他者を害め続ける。

©2022 Wang Yiling

東京藝術大学 大学院映像研究科 / オダアマネ

「HA・NA・KU・SO」(2022年/7分57秒）
ある夏の群像劇。ハナクソみたいな私たちの日々に、ひと笑いの hope を。

©2022 ODA Amane / Tokyo University of the Arts

東京工芸大学 / 清水 華子

「れい子」(2022年/3分）
自殺をしてしまったれい子の物語。死後のれい子と生前のれい子を交互する場面構成で、速度
や明暗、音楽でコントラストを加えたことによりれい子が電話をする場面に緊張感を与えた。
この作品で私は生と死に対するイメージをアニメーションを通して表現することができた。

©2022 Kako Shimizu

東京造形大学 / 半田 朋美

「うまとび」(2022年/4分）
体育の授業の始めって、体操の後にペアを組んで柔軟やうまとびをする時間があったのを記憶しています。
正直だるかった。大抵は体格の近い人同士で組むのだけど、微妙に余ったりすると、背の高い人と小柄な人
が組むことになったり。そんな出来事って本当に些細だしその後の人生に影響するわけでもないのだけど、
体育館の光景や雑音が妙に脳裏に焼き付いていたりする。そんな感覚をどうにかアニメーションで表現した
いと思いました。
©2022 Tomomi Handa

武蔵野美術大学 /三木 和奏

「どんどこせかい」(2022年/2分48秒）
今回の卒業制作では「輪廻」をテーマにアニメーションを制作しました。この作品では、夏祭りと妖怪の世界
を、3秒間の繰り返し、テンポの統一をルールに、リピートアニメーションで表現しました。丸い枠の中でリズ
ム良く動き回るモチーフや、アニメーションならではのメタモルフォーゼ、1シーンごとのグラフィックも見どころ
です。ひとつのオブジェとして、楽しんで鑑賞していただけると嬉しいです。

©2022 Miki Wakana



インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル2021 セレクション

●インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル2021 セレクション
・日時：2022年3月14日（月） 14:45～16:15
・会場： Mixalive TOKYO Hall Mixa
・料金：無料

※作品詳細・観覧申込はTAAF公式HP（ https://animefestival.jp/screen/list/2022icaf/ ）をご確認ください。

アートアニメーションのちいさな学校 / 秦景子、なかむらしんいちろう、志賀風月
「おとぼけロボット ~家政婦ロボット・マミィがやってきた！〜」 (2021年/5分37秒）
愛猫と仲良く暮らす男の家に念願の家政婦ロボットがやってきた！
新三種の神器のひとつと言われたその性能とは…!? 近未来日常SFコメディ。

©2022 NISHIGORI Yukiko／Joshibi University of Art and Design

名古屋学芸大学 / 西尾 秋乃
「戯れ子ばこ」 (2020年/8分）
自宅の和室、少し開いたふすまの隙間が妙に怖かった幼少期。暗い隙間の奥にいる誰かがこちらを呼んでいるよう
な気がしていた。 今ではもう思い出すこともない、少し怖くて懐かしい幼少期の風景。写真と映像のコラージュを用い
てそれらを再体験することを試みた。
©2020 Akino Nishio

大阪芸術大学 / 横田 新
「月と幽体」 (2020年/15分）
幽体離脱してしまった2人の少年少女が、ともに自分の体に戻る方法を探す一夜の物語。
全編ロトスコープによるアニメーション作品。

©2020 Arata Yokota

武蔵野美術大学 / 田宮 紬、伊藤 江美厘
「吾輩は猫であった」 (2021年/3分30秒）
「吾輩」が住んでいた場所に生きる猫と、不思議な人間達との物語。
私たちの大学に住む可愛らしい野良猫達の背景を描きました。

©2021 Tsumugi Tamiya, Emiri Ito

東京工芸大学 / コウ ショウゲイ、ヨウ カエイ、リュウ ビ
「失くした花」 (2021年/6分12秒）
完璧主義者がテーマとなるこの作品は、「一番優秀なあの人になりたいです」というメッセージから始まり
ます。完璧主義者になった少女は、現状に対する焦りの気持ちを伝えたいです。

©2021 Huang Xiaoyi, Yang Jiaying, Liu Wei

東京造形大学 / 宮崎 創（グレンズそう）
「白紙」 (2020年/2分56秒）
アニメーションの楽しさ気持ちよさがたくさん詰まっていて、幼い頃の夢や好きだったことをまた思い出せ
るような、楽しくて元気なミュージックビデオになっています！

©2020 Glens_Sou

東京藝術大学大学院映像研究科 / 石舘 波子
「わたしのトーチカ」 (2021年/14分57秒）
潜水服は、水中の世界の中で唯一ボンベがないと生きられない。我侭な女の子や複雑な家庭環境の友
人に囲まれながら、平穏な日々が壊れないよう、どんなに息苦しくても見て見ぬ振りをしていた。

©2021 ISHIDATE Namiko / Tokyo University of the Arts

多摩美術大学 / チェ ソヨン
「About you」 (2021年/4分4秒）
「忘れていても、そこにずっといる存在」をテーマにしたアニメーション。親、友人、恋人、憧れの対象。
宗教、音楽、文学、美術など、自分の支えになっている存在は、人それぞれにあると思う。その存在たち
を忘れないように、感謝の気持ちを込めて形にした作品。
©2021 Choi SeoYeon

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、2021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。



<TAAF×WACCA スペシャルフォトスポット>
TAAFの歴史を巡ってプレゼントをゲット！

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】

東京アニメアワードフェスティバル2022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の拡大状況により、早めにお申込を締め切る場合がございます。また、人数を制限して実
施する必要が生じた場合は、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございます。大変申し訳ございませんが、ご
了承ください。
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。
ご来場の皆様におかれましては、マスクの着用・検温・咳エチケットにご協力いただくとともに、厚生労働省の「新型コ
ロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」のご活用をお願いいたします。
なお、感染状況により、開催内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

TAAF2022のプログラム一覧は以下より御覧頂けます

https://animefestival.jp/screen/all/

WACCA池袋に東京アニメアワードフェスティバル2017～2022のメインビジュアルが集結します！
会期前の3月1日（火）より、WACCA池袋内の各所でTAAFの歴史を感じてください！
さらに、TAAF2022開催中に、全6か所のメインビジュアル展示で、デジタルスタンプを集めて頂いた方、
先着250名様に「シアターカフェ天狼院」のドリンクチケットをプレゼント致します！

・展示期間：3月1日（火）～3月14日（月） 各日10:00～22:00
・スタンプラリー期間： 3月11日（金）～14日（月） 各日10:00～21:00

※特典お渡し期間はスタンプラリー期間と同じです。

●メインビジュアル設置箇所（WACCA池袋内）
TAAF2022：1F STAGE
TAAF2021：5F エレベーター前
TAAF2020：5F 通路（お手洗い前）
TAAF2019：4F 通路（YAMAHA前）
TAAF2018：2F 壁面（エスカレーター正面）
TAAF2017：2F ガラス壁面

●デジタルスタンプラリー遊び方
①お手持ちのデジタル端末で各メインビジュアルの横にある二次元バーコードを読み込んでください。
②6つのメインビジュアル全てのバーコードを読み込むと「クリア特典GET」のポップアップが出てくるので、

WACCA池袋4階の「シアターカフェ天狼院」にお越し頂き、スタッフにその画面を見せて特典と交換してくださ
い。

WACCA池袋とは?

地上8階地下4階建ての、サスティナブル（持続可能）を目指した環境配慮型施設です。
外観デザインは、「つながり」をテーマに、木洩れ日が差す居間の様な憩いの場所を目指し「つながったすべての
人とともに成長する」リーフ（葉）をモチーフにしています。
１階から4階までの吹き抜けは、光の色温度と明るさが時間により変化し、豊かな表情を生み出します。平面形状
と、各階を繋ぐ吹き抜け空間が積み重なる事で、館内を歩くごとに発見が生まれる変化に富んだ空間。明るく開
放的なWACCAのつながりを表現しました。

※場所などの詳細はWACCA池袋公式HP（https://wacca.tokyo/）をご覧ください。

★特典★
里山十帖のりんごジュース（572円）
里山十帖のみかんジュース（572円） ※どちらか1つをプレゼント

濃縮還元ではない果実をまるごと
搾ったストレートジュース。

水も糖分も何も加えず、材料は果実
だけ！！
美味しさと栄養が詰まっています！



6

＜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 ： 2022年3月11日（金）～3月14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）

※TAAF2022の詳細は公式HP をご覧ください （公式HP： https://animefestival.jp/ja/）

■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分以上の長編アニメーション、30分未満の短
編アニメーションのそれぞれから「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。特に昨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。会期中には劇場にて、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いただけます。

◎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 2022開催概要＞

■東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）とは

2022年で9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年より「東京国際アニメフェア」の一環として行われ

ていた「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。
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